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「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。
また、ヘルプボタンを押すことでヘルプ画面に移動します。

UserIDとPassword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」スイッチを「緑色」に切り替
えます。

①ログインに成功した場合トップ画面が表示さ
れます。

②ログイン画面でヘルプボタンをタップする
と、ヘルプ画面が表示されます。

123456**

*********

①

②①

②
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各画面の下部に表示される、機能をカテゴリ分けしたメニューです。①「相場」、②「情報」、③「発注」、④「照会」、⑤「その他」
の５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。

相場サブメニュー
先限相場表画面、ダイナミッ
クチャート画面（商品チャー
ト・為替チャート）に移動す
るためのメニューを表示しま
す。

情報サブメニュー
お知らせ情報画面、ニュース
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、建玉選択（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、ログイン履歴
に移動するためのメニューを
表示します。

その他サブメニュー
メール設定画面、ログアウト、
ヘルプ画面、ログイン情報画
面に移動するためのメニュー
を表示します。

⑤④③②①

① ⑤④③②
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相場メニューは「先限相場表画面」「ダイナミックチャート画面（商品チャート・為替チャート）」
情報サブメニューは「お知らせ情報画面」「ニュース情報画面」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。
「2.1 先限相場表画面」を参照し
てください。

商品チャート画面
気配値段とチャートが閲覧できる
画面です。「2.2 ダイナミック
チャート」を参照してください。

お知らせ情報画面
お知らせを閲覧できる画面です。
「3.2 お知らせ情報画面」を参照
してください。

ニュース情報画面
NSN情報ニュースを閲覧できる画
面です。「3.1 ニュース情報画
面」を参照してください。

タップ
タップ

■相場サブメニュー ■情報サブメニュー

④

③

②

①

① ② ③ ④
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「新規注文画面」「建玉一覧選択（仕切注文）画面」「注文結果照会画面」へと遷移します。

新規注文画面
新規通常注文、新規建IFD注文をする
ための画面です。「4.1 新規注文画
面」を参照してください。

相場表・商品チャートから発注する
場合、選択した商品、限月が表示さ
れます。
クリアボタンをタップすると、記憶
された商品、限月が削除されます。

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。「4.6 注文結果照
会画面」を参照してください。（最
大表示200件）

発注サブメニュー
（相場表・チャートから表示）

タップ

■発注サブメニュー

タップ

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。「4.2建玉選択(仕切注
文)画面」を参照してください。（最
大表示400件）

タップ

①

②

③

① ② ③
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「取引口座照会」「建玉一覧画面」「売買履歴照会画面」「依頼照会・取消画面」へと遷移します。■照会サブメニュー

建玉一覧画面
有効な建玉の一覧を照会でき
る画面です。「5.4 建玉一覧
画面」を参照してください。
（最大表示400件）

売買履歴照会画面
売買履歴を確認できる画面で
す。「5.5 売買履歴画面」を
参照してください。
（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、
取消をおこなえる画面です。
「5.6 依頼照会・取消画面」
を参照してください。

ログイン履歴画面
期間内のログイン履歴を一覧
で確認できます。「5.8 画
面」を参照してください。

タップ

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。
「5.1 取引口座照会画面」を
参照してください。

①

②

③

④

⑤

③ ⑤④②①
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■その他サブメニュー 「メール設定」「ヘルプ画面」「ログイン情報画面」へと遷移します。また、ログアウトを行うことができます。

メールアドレス設定画面
メールアドレス、受信するメールを
設定します。「6.1 メール設定画
面」を参照してください。

ログアウト
ログイン状態を解除し、ロ
グイン画面に戻ります。

ヘルプ画面
操作マニュアル、連絡先、ホーム
ページのリンクを表示します。

ログイン情報画面
ログインしているユーザの情報
を表示します。

301111**30

フジトミ太郎

タップ

①

②

③

④ ① ② ③ ④
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複数の画面で表示される、ナビゲーションバーにある主要なボタンです。

戻るボタン
文字列が表す画面に戻ります。

更新ボタン
表示内容を更新します。

設定ボタン
設定画面を表示します。
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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。

■先限相場表から発注 ■先限以外の限月を表示

■先限相場表からダイナミックチャートに移動

現在値右のアイコンをタッ
プします。

新規・仕切を選択します。
選択した商品・限月が表示
されます。

商品毎相場表に移動します。商品名周辺をタップします。

限月右のアイコンをタップ
します。

商品チャートに移動します。アイコン、商品名周辺以外
をタップします。

建玉選択（仕切注文）画面に遷移しま
す。

新規注文画面に遷移します。

表示する限月を選択します。
OKボタンをタップすると、
設定を反映します。

タップ
タップ

タップ

タップ

タップ

タップ
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■ 先限表示

アイコンをタップすると、相場表の全
限月が先限になります。

タップ
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先限相場表で画面上部の設定ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。

■ 更新間隔を設定 ※商品チャート・為替チャートにも影響します。

タップ

タップ

タップ

設定ボタンをタップします。

■ 表示商品選択・並び替え

タップ

商品表示設定をタップします。

表示したい商品にチェックを入れ、表
示しないものはチェックを外します。
相場表画面に戻ると、設定を反映しま
す。

移動したい商品の右端にあるアイ
コンを長押しし、ドラッグして並
び替えをします。

完了を押すと、移動が完了します。
相場表画面へ戻ることで設定を反
映します。

設定したい更新間隔をタップします。
相場表画面に戻ると、設定を反映し
ます。

タップ

タップ

長押し・ドラッグ
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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、端末を横向きにすることで、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

■インジケータ（縦、横）を表示
■チャートから発注

表示したいチャートの足
情報をタップします。

選択した足情報でチャー
トが表示されます。

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）

チャートが縦に長く表示
されます。

もう一度押すと気配値が
表示されます。

インジケータまたは現在値
段タグを長押しします。

新規・仕切を選択します。赤枠内をスワイプしてイン
ジケータ（縦）を表示。左
側に詳細情報が表示されま
す。

赤枠内をスワイプしてインジ
ケータ（横）を表示します。

タップ タップ

スワイプ
スワイプ

長押し

タップ
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■ワイド画面チャートを表示

■表示する商品・限月を変更 ■気配値から発注

端末を横向きにします。
ワイド画面でチャートが表示されます。
気配値は自動的に非表示になります。

発注したい値段をタップしま
す。

商品・限月名称右のアイコ
ンをタップします。

商品・限月名称を選択して
チャートボタンを押します。

設定画面でも商品・限月の変更が可能です。
商品・限月名称を選択してチャートボタン
を押します。

新規・仕切を選択します。

タップ

タップ
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■チャート設定画面を表示 ■足選択ボタンの表示・非表示と本数を設定 ※週足、月足は期先繋ぎ足の場合のみ利用可

■テクニカル設定 ■更新間隔を設定 ※相場表にも影響します。

設定ボタンをタップします。

商品チャートから遷移すると、商品
チャート設定画面が表示されます。
為替チャートから遷移すると為替
チャート設定画面が表示されます。

チャート設定表示をタップ
します。

表示したい足にチェックを付
けます。表示しないものは
チェックを外します。
足名称右のアイコンをタップ
すると、足本数変更画面に移
動します。

テクニカル設定表示をタップ
します。

表示したいテクニカルにチェックを付けま
す。表示しないものはチェックを外します。
テクニカル名右のアイコンを押すと、パラ
メータ設定画面に移動します。
チャート設定ボタンを押すと、反映します。

パラメータを設定します
（画面はボリンジャーバンドの設定）。
OKボタンを押すと、設定を反映し、
リセットを押すと設定を初期化します。 更新間隔設定をタップします。

変更したい更新間隔を選択
します。

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。

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ
タップ
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■チャートの拡大・縮小

チャートをピンチアウトして、拡大し
ます。

スワイプして前後のデータを見ます。 チャートをピンチインして、縮小し
ます。
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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

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。

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。

新規注文画面に遷移します。

建玉選択（仕切注文）画面に遷移します。

タップ

タップ
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ニュースを表示する画面です。ブラウザでNSN情報を表示します。

■NSN情報TOPページ ■カテゴリー別メニュー ■各項目別メニュー

委託者様へのお知らせ情報を表示する画面です。

■お知らせ情報の表示

表示されているメニュー一
覧から見たい項目を選択し、
タップします。

画面上にあるカテゴリ表示
部分をタップすると、
ニュースをカテゴリ別に表
示できます。

各カテゴリ別メニューより、
項目をタップすることで情報
を表示できます。

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。

タップ
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新規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注文を発注することが出来ます。
指定値段入力では、現在値段／最良売気配値／最良買気配値を表示しており、指定値段として簡単に入力することが出来ます。

■通常注文／IFD注文／IFDOCO注文の切り替え

7,800 1
枚

23/04

■通常注文の画面構成（指値注文の場合） ■通常注文の画面構成（逆指注文の場合）

IFDOCOボタンをタップする
と、IFDOCO注文の画面構成
になります。

新規トリガ条件の入力が完
了すると、売注文、買注文
のボタンが表示され、発注
ができる状態になります。

入力は不要です。

IFDボタンをタップすると、IFD
注文用の画面構成になり、IFD
注文の発注が可能になります。

新規通常ボタンをタップすると、
通常注文の画面構成になります。

タップ

タップ

タップタップ

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選択可
能な最初の日を 含む 255 日を限度として
設定可能です（祝日営業日を指定することは
できません）。ただし、前述の建玉保有期限
や新規注文の制限に該当した時点で取消や不
成立となる場合があります。また、有効期
限を定めたすべての注文は祝日取引終了後
に失効します。



20

■IFD注文の画面構成 （指値注文の場合）

（逆指値注文の場合）

入力は不要です。 入力は不要です。

横スクロール

入力が完了すると、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

入力が完了すると、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

タップ

タップタップ
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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。

確認画面でも、売新規→買仕切ボタンまたは買新規→売仕切ボタ
ンのどちらかのみを表示します。表示しているボタンをタップす
ると、注文を発注します。

タップタップ
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■IFDOCOの画面構成

入力が完了すると、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。

■確認画面への移動

確認画面では、売注文ボタンまたは買注文ボタンのどちらかのみを表示します。
売注文ボタン／買注文ボタンをタップすると、注文を発注します。

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。

タップ

タップ
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■指定値段／枚数の入力

■注文結果照会画面への移動

新規条件入力画面では、値段・枚数
設定欄をタップすると、
値段・枚数の設定画面が表示されま
す。

注文結果へボタンをタップする
と、注文結果画面へ移動します

枚数入力では、入力欄をタップすると直接入力、
+1～+20ボタンをタップすると枚数が加算さ
れます。
クリアボタンをタップすると、枚数が未入力に
戻ります。

値段入力では、入力欄をタップすると直接入力、
直近値段／最良売／最良買ボタンをタップする
と値段の転記ができます。

タップ

タップ

タップ

7,960
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注文プリセット内容の設定が可能です。 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
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タップ

新規注文 大阪金 成行 1枚 買い新規 出してみましょう

⑥発注されました。⑤「OK」をタップで発注されます。

④確認後、「買注文」をタップします。
①相場表から発注 価格の右側を

タップします。

タップ

タップ

タップ

③指値、成行を選択します。
枚数を入力します。
「買注文」をタップします。

タップ

②新規注文をタップします。

① ② ③ ④

⑤
⑥
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IFD（イフダン）注文とは新規注文とその仕切り注文を一緒に登録する注文です。

①「新規注文」をタップします。

③「仕切条件へ」をタップします。

②IFDを選択。売買を選択。値段、枚数
を入力します。

④仕切の指値値段を入力します。

⑤「買新規→売仕切」をタップし

ます。

⑥確認して「買新規→売仕切」を

タップします。

タップ

タップ

タップ

タップ

次ページへ

① ②

④ ⑥

③

⑤

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選
択可能な最初の日を含む 255 日を限
度として設定可能です（祝日営業日を
指定することはできません）。ただし、
前述の建玉保有期限や新規注文の制限
に該当した時点で取消や不成立となる
場合があります。また、有効期限を定
めたすべての注文は祝日取引終了後に
失効します。
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⑦「OK」をタップで発注されます。

⑧「注文確認へ」で確認できます。

タップ

タップ

⑦ ⑧ ⑨
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①「新規注文」をタップします。

③「指値値段」、「枚数」を入力

します。

④「仕切条件」をタップします。

②「IFDOCO」をタップします。

⑤「仕切値段、逆指値段」を入力

します。

⑦「買新規→売仕切」をタップし

ます。
⑧確認後「買新規→売仕切」を

タップします。

⑥「有効期限」を選択します。

タップ

タップ

タップタップ

タップ

タップ

IFDOCOとは新規注文とその仕切OCO注文を一緒に発注します。

次ページへ

① ② ⑥⑤

⑧⑦

③

④

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注
時に選択可能な最初の日を含む
255 日を限度として設定可能で
す（祝日営業日を指定することは
できません）。ただし、前述の建
玉保有期限や新規注文の制限に該
当した時点で取消や不成立となる
場合があります。また、有効期
限を定めたすべての注文は祝日取
引終了後に失効します。
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⑨「OK」をタップで発注されます。 ⑩「注文確認へ」で確認できます

⑪注文結果詳細が見れます。

タップ

タップ

タップ

⑨ ⑩ ⑪
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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。

■建玉を選んで仕切注文を発注する ■グループ化された建玉を選び、複数の建玉に対する仕切注文を一度に発注する

日時の行をタップすると、
仕切注文画面に遷移します。

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。

グループ化アイコン

グループ化されている状態の建玉
で、日時の行をタップします。

仕切相手指定画面を経て、
複数の建玉に対する仕切注文
を一度に出すことができます。

①

①

4.2.1 建玉照会（仕切注文）画面（オプションメニュー）

設定ボタンをタップすると、
設定画面に移動します。

検索商品
表示したい商品を絞り込みます。タップ

タップ

タップ

タップ
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仕切り注文 大阪金 指値 7,900円 1枚 売り仕切 出してみましょう。

①相場表から発注 価格の右側を

タップします。
②「仕切り注文」をタップ
します。 ③対象玉を選択します。

④指値値段、枚数を入力します。
⑤「売注文」をタップします。

⑥確認後、「売注文」をタッ
プします。

⑦「OK」をタップで発注されます。 ⑧発注されました。
「発注確認へ」で注文確認ができます。

タップ
タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

① ② ③ ④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選択可能
な最初の日を含む 255 日を限度として設定
可能です（祝日営業日を指定することはできま
せん）。ただし、前述の建玉保有期限や新規注
文の制限に該当した時点で取消や不成立となる
場合があります。また、有効期限を定めたす
べての注文は祝日取引終了後に失効します。
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タップ

タップ

タップ

タップ

⑤新規条件 商品、執行条件、注文属性、
売買、値段、枚数をそれぞれ入力します。

④「新規条件へ」をタップします。
③IFD仕切を選択。指値値段、
枚数を入力します。

②対象玉を選択します。①仕切り注文をタップします。

IFD仕切とは仕切注文とその後有効になる新規注文を一緒に発注します。

次ページへ

① ② ③ ④

⑤

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に
選択可能な最初の日を含む 255 日を
限度として設定可能です（祝日営業
日を指定することはできません）。た
だし、前述の建玉保有期限や新規注文
の制限に該当した時点で取消や不成立
となる場合があります。また、有効
期限を定めたすべての注文は祝日取
引終了後に失効します。
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タップ

タップ

タップ

タップ

⑨注文結果詳細が見れます。

⑧発注されました。「注文確認へ」で
注文確認できます。

⑦「OK」をタップで発注されます。

⑥確認して「売仕切→売新規」を
タップします。

⑥ ⑦ ⑧ ⑨
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任意に枚数変更は可能です。

⑤確認して「売注文」をタップし
ます④「売注文」をタップします。

③仕切OCOを選択。指定値段、
逆指値段を入力します。
有効期限を選択します。

②対象玉を選択します
①発注メニューから仕切注文を
タップします。

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ タップ

OCO仕切注文とは仕切の指値注文とストップ注文を同時に登録する注文です。

次ページへ

③① ②

④ ⑤

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選択可能な最初の
日を含む 255 日を限度として設定可能です（祝日営
業日を指定することはできません）。ただし、前述の建
玉保有期限や新規注文の制限に該当した時点で取消や不
成立となる場合があります。また、有効期限を定めた
すべての注文は祝日取引終了後に失効します。
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⑧注文結果詳細が見れます。

⑦発注されました。「注文確認
へ」で注文確認できます。

⑥「OK」をタップで発注されま
す。

タップ

タップ

タップ

⑥ ⑦ ⑧
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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。

■仕切相手玉情報を見る

画面一番右端のアイコンをタップ
するか、左にスワイプします。

もう一度画面一番右端のアイコンを
タップするか、左にスワイプします。 仕切相手玉情報画面を表示します。

タップ
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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。

■仕切対象とする建玉を選択する

「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「複数仕切入力画面」に遷移します。

■仕切対象とする枚数を変更する

仕切相手を選択します。
初期状態では全てがチェックされています。
表示欄をタップするとチェックが外れ、発注対象外になります。

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。

建玉が買玉であれば売注文ボタン、
売玉であれば買注文ボタンが表示されます。
表示しているボタンをタップすると、注文が発注されます。

①

①

タップ

タップ

①
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■注文結果照会画面 ■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 ■組み合わせ注文警告

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、注文の取消を行うことが出来ます。

注文結界詳細照会画面に遷移
します。

注文内容変更画面に遷移します。

選択した注文を取り消します。

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

タップ タップ
タップ

タップ

タップ

最大で200件を表示できます。

タップ
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■検索条件設定画面

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。

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。

タップ

タップ

タップ
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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。

■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 ■注文取消

変更ボタンをタップすると、
注文内容変更画面に遷移します。

取消ボタンをタップすると、注
文を取り消すことができます。

タップタップ

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選択可
能な最初の日を 含む 255 日を限度として設
定可能です（祝日営業日を指定することはで
きません）。ただし、前述の建玉保有期限や
新規注文の制限に該当した時点で取消や不成
立となる場合があります。また、有効期限
を定めたすべての注文は祝日取引終了後に失
効します。
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発注した注文の内容を変更することが出来る画面です。

■新規注文内容変更画面

■仕切注文内容変更画面

発注した注文の内容を変更し、再発注ができます。
新規注文の場合は、商品、限月、執行条件、注文属性、値段・枚数、期間、売買
仕切注文の場合は、執行条件、注文属性、値段・枚数、期間の変更が可能です。

注文の有効期限について
新規注文、仕切注文ともに発注時に選択可
能な最初の日を 含む 255 日を限度として
設定可能です（祝日営業日を指定することは
できません）。ただし、前述の建玉保有期限
や新規注文の制限に該当した時点で取消や不
成立となる場合があります。また、有効期
限を定めたすべての注文は祝日取引終了後
に失効します。
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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。

■取引口座照会画面 ■預入有価証券照会画面へ遷移 ■出金依頼画面に遷移

タップ

タップ

有価証券右のアイコンを
タップし、預入有価証券照
会画面に遷移します。

預入有価証券照会画面に遷
移します。

「出金可能額」右のアイコ
ンをタップし、出金依頼画
面に遷移します。

出金依頼画面に遷移します。

54,839,752

1,000,000
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預入有価証券を表示する画面です。 返還可能額から出金したい金額を入力し、依頼する画面です。

■預入有価証券照会画面表示 ■出金依頼方法

預入有価証券照会画面が表示されます。

出金したい額を入力し、出金ボタンを
タップします。

内容を確認し、OKボタンをタップし、
出金依頼を送信します。

タップ

タップ

168,000

168,000

■全額出金

全額出金により口座残高はゼロになります。
この状態のまま1年を超えた後、取引再開を希望さ
れるお客様は所定の手続きが必要になります。

※注意 証拠金不足が発生している場合、出金依頼
が出来ませんのでご注意ください。

ご出金依頼は、毎平日営業日の15：30まで受付いたします。
なお、取消のみ翌平日営業日午前8：00まで受付いたします。
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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。

■建玉一覧画面

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。

■建玉一覧画面（オプションメニュー）

「4.2.1 建玉選択（仕切注文）画面（オプションメニュー）」をご参考ください。

タップ
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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出来ます。最大で400件を表示できます。

■売買履歴照会画面（明細） ■売買履歴照会画面（月間集計） ■売買履歴照会画面（年間集計）

■売買履歴照会画面（オプションメニュー）

画面右上にある設定ボタンをタップする
と、売買履歴照会画面に表示される履歴
を様々な条件で絞り込むことができます。

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。

タップ
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出金依頼の照会・取消の画面です。

■依頼照会・取消画面 ■出金依頼取消

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。

取消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。

タップ
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メールアドレス、受信するメールの設定を行います。

■設定方法（共通）

■メールアドレス1の制限について

■メールアドレスの重複登録について

変更内容を入力したら、
画面下部の「設定」ボタンを
タップします。

OKボタンをタップすると、メー
ル設定が更新されます。

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「ON」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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ニュース一覧画面、お知らせ画面、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。

■取得データ数超過アイコン ■その他アイコン

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、注文状態を指定した場
合に表示されます。

検索条件で、特定の商品を選択した
場合に表示されます。

検索条件で、決済区分を指定した場
合に表示されます。

建玉一覧で、グループ化を行ってい
る場合に表示されます。

検索条件で、期間を任意のものに変
えて設定した場合に表示されます。

IFD注文、SCO注文の場合に表示されます。
詳細をご確認ください。
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■iPhoneアプリ版FITSの推奨環境について

スマートフォンブラウザ版

iPhone/iPad専用アプリ iOS12以降のiPhone iPad

※iOS11以前の端末ではご使用いただけません

ブラウザ ： Chrome Safari 

※アプリケーションは、App Storeからダウンロードしてください。
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フジトミ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1614号
商品先物取引業者 農林水産省指令4新食第2087号

経済産業省20221202商第2号
加入協会

日本証券業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

お問い合わせ

0120-152-413（オンライントレード）

2023年1月


