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1 画面説明 

1.1 ログイン画面 

 

ユーザ IDとパスワードを入力し、ログイ
ンボタンをタップします 
次回ログイン時に入力を省略したい場合
は、それぞれの「保存」にチェックを入
れます 

ログインに成功した場合、メイン画面
が表示されます 

「FITS」の起動とログイン画面です。次回起動時の入力を省略するために、「ユーザ ID」「パスワード」を保存することが出来ます 
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1.2 メインメニュー 

 

各画面の下部に表示される、各機能をカテゴリ分けしたメニューです。「相場」、「情報」、「発注」、「照会」の４カテゴリが存在し、タッ

プをするとそれぞれのサブメニューが表示されます 

情報サブメニュー 

ニュース情報画面、お知らせ

情報画面に移動するためのメ

ニューを表示します 

発注サブメニュー 

新規注文画面、建玉一覧（仕

切注文）画面、注文結果照会

画面に移動するためのメニュ

ーを表示します 

照会サブメニュー 

取引口座照会画面、建玉一覧

画面、売買履歴画面、依頼照

会・取消画面に移動するため

のメニューを表示します 

相場サブメニュー 

先限相場表画面、商品チャー

ト、為替チャート画面に移動

するためのメニューを表示し

ます 

タップ タップ タップ タップ 
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1.3 サブメニュー１（相場サブメニュー） 

 

相場メニューは「先限相場表画面」「商品チャート画面」「為替チャート画面」へと遷移します 

先限相場表画面 

標準では各商品の先限を表示

する相場表です。限月の選択、

商品の並び替え、表示設定が

可能です 

商品チャート画面 

商品の気配値段とチャート

を閲覧できる画面です 

為替画面 

為替のチャートを閲覧でき

る画面です 

相場サブメニュー 

タップ 

タップ 

タップ 
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1.4 サブメニュー２（照会サブメニュー） 

 

照会サブメニュー 

取引口座照会画面 

預入金、値洗損益金等、口座情

報が閲覧できる画面です 

売買履歴照会画面 

売買履歴を確認できる画面です 

（最大表示 400件） 

依頼照会・取消画面 

出金依頼の状況が確認できる

画面です。（一部の権限では選

択できません） 

照会メニューは「取引口座照会」「売買履歴照会画面」「依頼照会・取消画面」「建玉一覧画面」へと遷移します 

建玉一覧画面 

有効な建玉の一覧を照会でき

る画面です 

（最大表示 400件） 

タップ 

タップ 

タップ 

タップ 
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1.5 サブメニュー３（発注サブメニュー、情報サブメニュー） 

 

発注サブメニュー 情報サブメニュー 

発注サブメニューと情報サブメニューです。発注サブメニューは「新規注文画面」「注文結果照会画面」「建玉一覧（仕切注文）画面」、 

情報サブメニューは「ニュース情報画面」「お知らせ情報画面」へと遷移します 

新規注文画面 

新規建通常注文、新規建

IFD 注文をするための画

面です 

注文結果照会画面 

注文の現在の状態を閲覧

し、取消、変更する画面で

す（最大表示 200件） 

建玉一覧（仕切注文）画面 

仕切注文を出すために、建

玉を選択する画面です 

（最大表示 400件） 

ニュース情報画面 

時事ニュースを閲覧でき

る画面です 

お知らせ情報画面 

アプリ用のお知らせを閲

覧できる画面です 

タップ 

タップ 

タップ 

タップ 

タップ 
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1.6 ツールバー 

 

画面上部に表示されるツールバーです。「ホーム」「更新」「設定」の機能があります（画面によって変わりますが、典型的なものを示します） 

ホームボタン 

先限相場表画面に移動します 

更新ボタン 

画面を手動更新します。 

設定ボタン 

その画面・機能に関わる設定画面を開きます。 

タップ タップ タップ 
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2 相場表メニュー 

2.1 先限相場表画面 

 

■先限相場表から発注 

 

③新規注文画面に遷移し

ます 

タップ 

①アイコンをタップしま

す 

②新規・仕切を選択します 

（設定によってプリセッ

ト可能です） 

③建玉一覧（仕切注文）画

面に遷移します 

■先限相場表から商品チャートに移動 

 

①現在値周辺をタップし

ます 

タップ 

②ダイナミックチャートに

移動します 

■先限相場表から商品毎相場表に移動 

 

①商品名をタップします 

タップ 

②商品毎相場表に移動します 

■先限以外の限月を表示 

 

①限月をタップします 

タップ 

②表示する限月を選択し

ます 

商品毎に期先限月の相場を表示する画面です。ログイン後すぐに表示されるトップ画面となっています 
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2.1.1 先限相場表画面(ツールバー) 

 

先限相場表でツールバーのアイコンをタップすることで各種機能を呼び出せます 

①相場表設定をタップし

ます 

■更新間隔を設定 ※ダイナミックチャートにも影響します 

 タップ 

②更新間隔をタップし、変

更したい更新間隔を選択

します 

■発注設定を設定 

 

 

①相場表設定をタップし

ます 

②プリセットしたい注文

種類を選択します 

■表示商品選択・並び替え 

 

①商品表示設定をタップ

します 

タップ 

②表示したい商

品にチェックを

入れます。表示し

ないものはチェ

ックを外します 

③移動したい商品

を長押し、ドラッ

グして並び替えを

します 

長押し 

④OK を押して設

定を反映させます 

タップ 
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①先限表示をタップする

と、先限相場表の全限月が

先限になります 

■先限表示設定 

 タップ 
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2.2 商品チャート 

 

スワイプ 

 

スワイプ 

 

■インジケータ（縦、横）を表示 

 

気配値とチャートを同時に表示します。チャート領域ではテクニカル表示、データの詳細情報表示、チャートからの発注を行うことができます。また、スマ

ートフォンを横にすることで、ワイド画面でチャート表示ができます。気配値領域からも発注を行うことができます 

 

 

■足情報を変更 

 

■気配値画面を消してチャートを縦に長く表示 

 

②選択した足情報でチャー

トが表示されます 
①気配値非表示化ボタンを押

します（期先繋ぎ足は気配値

がありません） 

②赤枠内をスワイプしてインジケータ

（横）を表示します 

■チャートから発注 

 

①インジケータまたは現在値段タグを長

押しします 

長押し 
②新規・仕切を選択します 

（設定によってプリセッ

ト可能です） ①赤枠内をスワイプしてインジケータ

（縦）を表示。詳細情報が表示されます 

②チャートが縦に長く表示さ

れます 

③もう一度押すと気配値が

表示されます 

①表示したいチャートの足

情報をタップします 

タップ 

タップ 

長押し 
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■気配値から発注 

 

■表示する商品・限月を変更 

 

■ワイド画面チャートを表示 ※Androidの設定「画面の自動回転」を

有効にする必要があります 

 

①スマートフォンを横向

きにします 

②ワイド画面でチャートが表示され

ます 

②新規・仕切を選択します 

（設定によってプリセッ

ト可能です） 

■気配値、チャートを手動更新 

タップ 

①更新ボタンをタップし

て気配値、チャートを更新

します 

タップ 

 

①商品・限月名称をタップ

します 

②商品・限月名称を選択し

て OKを押します 

為替タブを押すと為替チャ

ート設定に切り替わります ①発注したい値段をタップします 

タップ 
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2.3 為替チャート 

 

①表示したいチャートの足情

報をタップします 

タップ 

■足情報を変更 

 

②選択した足情報でチャート

が表示されます 

■インジケータ（縦、横）を表示 

 
スワイプ 

 

①赤枠内をスワイプしてインジケータ

（縦）を表示。詳細情報が表示されます 

スワイプ 

 ②赤枠内をスワイプしてインジケータ

（横）を表示します 

■表示する通貨ペアを変更 

 

タップ 

 

①通貨ペアをタップします ②通貨ペアを選択して OKを押します 

商品タブを押すと商品チャート設定に切

り替わります 

チャート領域ではテクニカル表示、データの詳細情報表示を行うことができます。また、スマートフォンを横にすることで、ワイド画面でチャート表示がで

きます。 
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■ワイド画面チャートを表示 ※Androidの設定「画面の自動回転」を有効にする必要があります 

 

①スマートフォンを横向

きにします 

②ワイド画面でチャートが表示され

ます 
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2.4 ダイナミックチャート設定（商品チャート・為替チャートで操作共通・設定は別々で保存） 

 

■更新間隔を設定 ※相場表にも影響します 

 

■テクニカル設定 

 

■ダイナミックチャート設定画面を表示 

 

①設定ボタンをタップ 

します 

■足選択ボタンの表示・非表示と本数を設定 ※週足、月足は期先繋足のみ利用可 

※ 

②ダイナミックチャート

設定画面が表示されます 

①チャート設定表示を 

タップします 

タップ 

②表示したい足にチェック

を付ける。表示しないものは

チェックを外します 

③変更したい本数を選択

し、OK をタップして設定

を保存します 

①テクニカル設定表示を

タップします 
②表示したいテクニカル

にチェックを付けます。必

要に応じて、パラメータを

設定する。表示しないもの

はチェックを外します 

③OK をタップして設定を

保存します 

①その他の設定をタップ

します 

②更新間隔をタップし、変

更したい更新間隔を選択

します 

タップ 

タップ 
タップ 
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■発注設定 

 

■気配値表示本数を設定 

※ 

①その他の設定をタップ

します 

②プリセットしたい注文

種類を選択します 

①その他の設定をタップ

します 

②設定したい気配値表示

本数を選択します 

タップ 
タップ 
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2.5 商品毎相場表画面 

 

限月ボタンをタップす
ると、新規注文または
仕切注文の画面に遷移
することができます 

タップ 
新規注文画面に遷移しま

す 

建玉一覧（仕切注文）画面

に遷移します 

ある特定商品の全限月の相場を表示する画面です 

■商品毎相場表画面 ■各発注画面への遷移 

タップ 

先限相場表画面
の商品名をタッ
プすると、選択し
た商品の相場表
が表示されます 
 

■チャートの拡大・縮小 

 

タップ 

②スワイプして

前後のデータを

見ます 

③チャートをピ

ンチインして、

縮小します 

 

①チャートをピ

ンチアウトし

て、拡大します 
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3 情報メニュー 

3.1 ニュース情報画面 

 

■ヘッドライン閲覧からニュースを選択して読む 

表示されているヘッドライ
ン一覧から見たいニュース
を選択し、タップします 

表示されたニュースが画面
に入りきらなかった場合、画
面をスクロールできます 

■ニュースカテゴリー設定 

ニュースを表示する画面です。表示するニュースカテゴリーは設定で変えることが出来ます 

閲覧したいカテゴリにチェッ
クを入れて OKを押します 

ヘッドラインの一覧が変更
されます 

画面上部カテゴリ選択を押
し、ニュースメニュー設定画
面を開きます 

■日付設定 

ニュースメニュー設定画面上
部の日付が記載されているテ
キストボックスをタップしま
す 

閲覧したいニュースの日付設
定が可能になります（表示画面
は機種により異なります） 

タップ 
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3.2 お知らせ情報画面 

 

  

■お知らせ情報の表示 

表示されているお知
らせの一覧から選択
しタップすると、そ
のお知らせが表示さ
れます 

委託者様へのお知らせ情報を表示する画面です 

タップ 
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4 発注メニュー 

4.1 新規注文画面 

 

新規建注文を出すための画面です。通常注文のほか、逆指注文、IFD注文、IFDOCO注文をだすことが可能です 
現在値段とローソク足チャートが表示されており、現在値段を簡単に入力することが可能です 
 
 ■IFD注文への切り替え 

 

①IFD ボタンをタップす

ると、仕切タブが表示さ

れ、IFD 入力が可能にな

ります 

 

■逆指条件の入力 

 

①執行条件をタップします 

 

タップ 

②逆指の執行条件を選択

します(逆指-指値、逆指-成

行、逆指-対当値段) 

 

③トリガタブ、もしくはト

リガタブへ移動するボタ

ンをタップして、条件入力

画面を表示します 

 

④条件入力画面にて、トリ

ガ条件を入力します 

 
タップ 

タップ 

タップ 

①IFDOCO ボタンをタッ

プすると、仕切タブが表示

され、IFDOCO 入力が可

能になります 

 

タップ 
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■IFD注文の画面構成（逆指注文の場合） 

執行条件が 

逆指-指値の場合は、トリガ条

件の入力が必要になります。 

■IFD注文の画面構成（逆指注文でない場合） 

全てのタブへ移動すると、売新規→買仕切または、買新規→売仕切のボタンが表示され、

発注ができる状態になります。 

 

ショートカット 

ショートカット 

※IFD注文の場合は、売買の選択が必要になります。 

※タブを選択しても条件入力をすることが可能です。 

仕切執行条件が 

逆指-成行／逆指-指値／ 

逆指-対当値段 

の場合は、トリガ条件の入力

が必要になります。 
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■IFDOCO注文の画面構成 

全てのタブへ移動すると、売新規→買仕切または、買新規→売仕切のボタンが表示され、

発注ができる状態になります。 

 

ショートカット 

※IFDOCO注文の場合は、売買の選択が必要になります。 

※タブを選択しても条件入力をすることが可能です。 

■確認画面への移動（通常注文の場合） 

 

通常注文の場合は、売注文ボタン、買注文ボタンの２つが 

表示されます。 

どちらかのボタンをタップすると、確認画面に移動します。 

確認画面では、売注文の帯または買注文の帯どちらかのみを表示します。 

発注ボタンをタップすると、注文を発注します。 
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■確認画面への移動（IFD注文の場合） 

 

IFD 注文の場合は、注文入力画面で選択した売買によって

売新規→買仕切ボタンまたは買新規→売仕切ボタンのどち

らか１つが表示されます。 

表示しているボタンをタップすると、確認画面に移動しま

す。 

確認画面では、通常注文と同様、売注文の帯または買注文の帯どちらかのみを 

表示します。発注ボタンをタップすると、注文を発注します。 

 

確認画面では、通常注文と同様、売注文の帯または買注文の帯どちらかのみを 

表示します。発注ボタンをタップすると、注文を発注します。 

 

IFDOCO 注文の場合も、注文入力画面で選択した売買によ

って売新規→買仕切ボタンまたは買新規→売仕切ボタンの

どちらか１つが表示されます。 

表示しているボタンをタップすると、確認画面に移動しま

す。 
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■注文後情報を確認 

 

情報表示部が見えない場

合スワイプして画面をス

クロールします 

 

情報表示部アイコンをク

リックして注文結果照会

画面に移動します 

 

タップ 

■注文結果照会画面へのショートカット 

 

■現在値段を値段項目に自動転記入力 

 

新規タブでは値段領域をタップす

ると、値段が設定されます 

タップ 

トリガ（新規）タブでは値段領域を

タップすると、トリガ値段が設定さ

れます 

 

タップ 

仕切タブでは値段領域をタップす

ると、仕切値段が設定されます 

※差額指定時は注意して下さい 

トリガ（仕切）タブでは値段領域

をタップするとトリガ値段が設定

されます 

※差額指定時は注意して下さい 

IFDOCO 注文の仕切タブでは、値

段領域をタップすると仕切値段が

設定されます 

仕切 OCO 注文では、値段領域をタ

ップすると値段が設定されます 

タップ 

タップ 

タップ 

スワイプ タップ 
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4.1.1 新規注文画面（オプションメニュー） 

 

 

ホームボタン 

先限相場表画面に移動します 

 

新規注文可能な商品を設定することがで

きます 

設定した商品だけが新規注文画面の商品

一覧に表示されます。また、表示する際の

並び替えもできます 

画面操作は、先限相場表の表示商品選択・

並び替えと同様です 

タップ 

 

タップ 

 

新規注文画面のツールバーのアイコンをタップすることで各種機能を呼び出せます 

 

更新ボタン 

画面を手動更新します。 
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4.2 建玉照会（仕切注文）画面 

 

■建玉を選んで仕切注文を出す ■グループ化された建玉を選び、複数の仕切注文を一度に出す 

仕切ボタンをタップすると、
仕切注文画面に遷移します 

仕切注文入力画面に遷

移します 

建玉を選択して仕切注文画面に遷移する画面です。建玉をグループ化することができます。最大で 400件まで表示できます。 

①グループ化されている状態の建玉
で、仕切ボタンをタップします 
 

②仕切相手指定画面を経て、複数の仕切注文を
一度に出すことができます 

タップ 

タップ 

グループ化を表すアイコン 

タップ 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。①銘／日／値（銘柄／約定日／約値）、 

②銘柄／約定日、③銘柄のいずれかをタップするとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます 
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4.2.1 建玉照会（仕切注文）画面（ツールバー） 

 

 

4.3 仕切注文入力画面 

 

 

 

■仕切相手玉情報を見る 

タップ 

画面一番右はじのタブをタップ
して、相手玉情報を閲覧します 

タップ 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。①銘／日／値（銘柄／約定日／約

値）、②銘柄／約定日、③銘柄のいずれかを選択するとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます 

検索条件設定 

表示したい建玉を商品で絞り込みます 

建玉照会（仕切注文）画面でツールバーのアイコンをタップすることで各種機能を呼び出せます 

 

仕切注文を発注するための画面です。IFD仕切注文や仕切 OCO注文を発注することも可能です。詳細については「4.1 新規注文画面」をご参考ください 
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4.4 仕切相手指定画面 

 

4.5 複数仕切入力画面 

「4.4 仕切相手指定画面」より、「執行条件へ」ボタンをタップすると「仕切注文画面」に遷移します 

  

■仕切対象とする建玉を選択する 

 

 

建玉一覧（仕切注文）画面でグルー
プ化してから、仕切ボタンをタップ
します 
 

タップ 

仕切相手をチェックします。 
チェックがついている建玉が複数仕切
注文の対象となります。仕切注文の対
象から外す場合はチェックを外しま
す。 
 

■仕切対象とする枚数を変更する 

 

 

枚数をタップすることで、仕切
り対象とする枚数を変更するこ
とができます。 

タップ 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。 

①銘柄／約定日／約値、②銘柄／約定日、③銘柄のいずれかを選択するとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます 

仕切相手を指定する画面です。仕切注文の対象とする枚数を変更することができます。最大で 400件まで表示できます。 
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4.6 注文結果照会画面 

 

■注文結果照会画面 ■組み合わせ注文警告 

 

上図の「！」アイコンをタッ
プすると、下図の警告文が表
示されます 

タップ 

注文内容変更画面に遷移
します 

注文結果詳細照会画面に
遷移します 

注文結果の一覧を表示する画面です。注文結果詳細画面・注文内容変更画面に遷移できるほか、注文の取消も行えます 

■注文結果詳細照会画面に遷移 ■注文内容変更画面に遷移 ■注文内容の取消 

選択した注文を取消しま
す 

最大で 200 件を表示でき
ます 
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4.6.1 注文結果照会画面（ツールバー） 

 

4.7 注文結果詳細照会画面 

 

 

■注文結果詳細画面 

（通常注文） 

■注文結果詳細画面 

（IFD注文、組み合わせ注文） 

■注文変更 

注文結果の詳細を表示する画面です。この画面からも注文の取消・変更が可能です 

タップ 

詳細表示部分をタップすると
ダイアログが表示され、注文変
更をタップすると注文内容変
更画面に遷移します 

詳細表示部分をタップし注文
取消をタップするか、注文中・
送信済ボタンをタップすれば、
注文を取消すことができます 

■注文取消 

タップ 

オプションメニューの検索条件設定をタッ
プし、商品または状態を選択して注文結果
照会画面に表示するものを絞り込むことが
出来ます 

タップ 

商品 
画面に表示する注文結果を
商品で絞り込みます 

状態 
画面に表示する注文結果を
注文の状態で絞り込みます 

注文結果照会画面でツールバーのアイコンをタップすることで各種機能を呼び出せます 
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4.8 注文内容変更画面 

 

■注文内容変更（売買変更） 

新規注文を変更する場合、売
買も変更できます 

売買を変更した場合、ボタン
の色が変わって変更したこ
とをお知らせします 

■注文内容変更（値段変更） 

タップ 

現在値をタップすると、値段
に現在値がセットされます 

発注した注文の内容を変更することが出来る画面です 
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5 照会メニュー 

5.1 取引口座照会画面 

 

■取引口座照会画面 

出金依頼画面に遷移しま
す 

取引口座の現在の状況を確認できる画面です。預入有価証券照会画面、出金依頼画面に遷移できます 

■預入有価証券照会画面へ遷移 

預入有価証券照会画面に
遷移します 

有価証券ボタンをタップし、
預入有価証券照会画面に遷
移します 

■出金依頼画面に遷移 

タップ 

出金可能額ボタンをタップ
し、出金依頼画面に遷移しま
す 

タップ 
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5.2 預入有価証券照会画面 

 

5.3 出金依頼画面 

 

■出金依頼方法 

タップ 

①出金したい額を入力し、
出金ボタンをタップしま
す 

タップ 

②内容を確認し、出金ボタ
ンをタップし、出金依頼を
送信します 

■依頼照会・取消画面へのショートカット 

依頼照会・取消画面に遷移
します 

出金ボタン下のアイコンを
タップすると、依頼照会・取
消画面に遷移できます 

出金可能額から出金したい金額を設定、依頼する画面です 

■預入有価証券照会画面表示 

預入有価証券照会画面が
表示されます 

預入有価証券を表示する画面です 
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5.4 建玉一覧画面 

 

5.4.1 建玉一覧画面（ツールバー） 

「4.2.1 建玉照会（仕切注文）画面（ツールバー）」をご参考ください 

■建玉一覧画面 

建玉一覧を表示する画面です。仕切注文が出されている建玉についてもこの画面で値洗状況を確認できます。 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。 

銘／日／値（銘柄／約定日／約値）、銘柄／約定日、銘柄のいずれかをタップするとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます。 

最大で 400件を表示できます。 
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5.5 売買履歴照会画面 

 

5.5.1 売買履歴照会画面（ツールバー） 

 

タップ 

条件設定 

集計・期間(FROM)・期間(TO)・月設定(月計)・年設定(年計)・商品・決済区分・表示順を

設定し、売買履歴照会画面に表示させることが出来ます 

集計で月間集計または年間集計を選択した場合、いくつかの条件が選択できなくなります 

■売買履歴照会画面（明細） 

売買履歴を表示する画面です。条件を設定することで見たい履歴を絞り込むことができます。最大で 400件を表示できます。 

■売買履歴照会画面（月間集計） ■売買履歴照会画面（年間集計） 

条件設定で、集計を月間集計
に変更した場合、指定した月
の成立した仕切注文の日毎
の集計結果とその月での合
計が表示される 

条件設定で、集計を年間集計
に変更した場合、指定した年
の成立した仕切注文の月毎
の集計結果とその年での合
計が表示される 
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5.6 依頼照会・取消画面 

 

 

依頼照会・取消画面が表示さ
れます 
過去の取消済の依頼も一緒
に表示されます 

■出金依頼取消 ■依頼照会・取消画面 

タップ 

送信中のボタンをタップす
ることで、出金依頼の取消を
行うことが出来ます 

出金依頼の照会・取消の画面です。 
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6 その他 

6.1 ナビゲーションドロワー 

 

「メール設定画面」「ヘルプ画面」の各画面を呼び出すための画面です。画面左端から画面中央に向かってスワイプするか、 

画面左上にある「≡」ボタンを押すことで画面左半分を覆う形で表示されます。 

■ナビゲーションドロワー 

※「メール設定画面」は「6.2 メール設定画面」を参照してください 

■ヘルプ画面 

ヘルプ画面を表示します 

タップ 

画面左端から 

スワイプ 

または 
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6.2 メール設定画面 

 

メールアドレス、受信するメールの設定を行います 

保存ボタンをタップした

ら、メール設定の更新は完

了です 

■設定方法（共通） ■メールアドレス 1の制限について 

メールアドレス 1 は入力

必須のため、削除更新はで

きません 

メールアドレス 1 では「不足メール」

の設定が「要」で固定のため、操作

することはできません 

■メールアドレスの重複登録について 

メールアドレス 1 とメールア

ドレス 2 に同じアドレスを重

複登録することはできません 
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6.3 照会画面の警告について 

 

 

  

注文結果照会画面、売買履歴照会画面、建玉一覧画面等で画面上部に表示されるアイコンの詳細情報です 

取得データ件数が多すぎた場合に表示
されるアイコンです 

検索条件で、決済区分を指定した場合に
出るアイコンです 

検索条件で、特定の商品を選択した場合
に出るアイコンです 

検索条件で、期間を任意のものに変えて
設定した場合に出るアイコンです 

建玉一覧で、グループ化を行っている場
合に出るアイコンです 

検索条件で、注文状態を指定した場合に
出るアイコンです 

■取得データ数超過アイコン ■その他アイコン 


