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Sirix ソーシャルトレーディング プラットフォーム 概要 
 

Sirix は、アドビフラッシュ社によるウェブベースのトレーディングプラットフォームとなります。フラッシュバージョン 10 以上をサポートしてい

るインターネットブラウザ全てにおいて全ての表示が可能となります。このSirix Webは、ＭＴ４プラットフォームだけで無く、Sirixモバイルとも

連動しておりSirix Webにおける取引履歴は全てのプラットフォームにてご参照頂けます。. さらに Sirix Web はウィンドーズ・ＭＡＣ

共にインターネット接続を通して 24 時間年中無休にてご利用頂けます。  
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[1] プラットフォームへのログイン 
 
 

 
 
 

Username & Password: ユーザーネーム並びにＰＷはＭＴ４へのログイン用ＩＤをご利用下さい。 

Server: Demo and Live: 該当のデモ・ライブ用サーバーを選択下さい。 

Remember Me: 個人用のコンピューターをご利用で、ログイン情報を記憶したい場合は、こちらにチェックして下さい。 (公共の

コンピューターをお使いの場合はチェックを外して下さい。) 

Login: ログインボタンを押して口座へログインして下さい。 

Login as Guest: ゲストモードを利用してログインする事でプラットフォームの概要を確認する事が出来ます。ゲストーモードの場合

は、通貨レートやその他の機能はご利用頂けませんのでご了承下さい。
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[2] メインスクリーン 
 

 [2.1] ツールバー 
 
 

 
 
 

Logged in as: ログイン中の口座番号もしくはゲストログインしている場合は、ゲストと表示されます。 

Environment: ライブもしくはデモ 

Time: サーバータイムが表示されます。 

Language: ご利用希望の言語を選択下さい。（標準は米語表記となっております） 

Help: ご利用ブローカーホームページのサポート・ヘルプのページへリダイレクトされます。 

About: プラットフォームに関する詳細情報が表示されます。プラットフォームのバージョン情報・接続のサーバー

番号等が表示されます。  

 
 

 
 

Send Log: お取引ブローカーからの要請により取引履歴の送信を依頼された場合等、「Send Log Option」にてお取引履歴

を開発者へ送信する事が可能です。このログは、特定の問題が発生した場合の参考や参照もしくは、開発者へ同様の問題が発

生しない様に依頼する時などにご利用頂けます。 

 

 

Feedback: 何かしらのフィードバックやコメントをプラットフォームの開発者へ送りたい時にこのフィードバックボタンを利用

します。プラットフォームの使用方法等はお取引ブローカーもしくは、お取引ブローカーのウェブサイトにて対応しています。  
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Deposit: このボタンをクリックする事でお取引のブローカーの入金手続き画面へリダイレクトします。 

Classic/Simple: プラットフォームの基本画面の表示を「クラシック」もしくは「シンプル」よりお選び頂けます。クラシックビューでは、

Sirix Web における全ての機能やサポート画面を一括表示します。シンプル画面においては、取引画面やマーケット情報等の２

コラムにて表示します。 

Calender: エコノミックカレンダー（経済指標発表）を表示します。
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口座概要 
 

Open P/L: 保有ポジションにおける損益一覧

Balance: 実質入金額 並びに取引後の損益

Equity: 残高、保有ポジション並びにクレジット 

Margin: ドル建てにより保有ポジション額÷レバレッジ  

Free Margin: エクイティ－マージン＝取引可能金額  

Margin Level: (エクイティー÷マージン)*100 =  

           取引可能金額（クレジット）として％表示 

Credit: ボーナス等お取引ブローカーから受け取りのクレジット額 
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[3] シンプルビュー 
 
 

画面表示を新規にしたり、ビギナートレーダー用にシンプルな表示にする事が出来ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

シンプルビューのデフォルト画面として２種類の商品が表示されます。通貨ペア（もしくは商品シンボル）の横にあるドロップダウンにて

表示させたい通貨ペアを変更する事が出来ます。 

 

 

 

取引量はドロップダウンボタンにて選択可能です。さらに、各ピップス毎のコストが表示され

ています。ご希望のレートと取引量が決定したら、「Sell」「Buy」ボタンにて決済が可能で

す。各通貨ペア（もしくは商品シンボル）のヒストリカルチャートはトレーディングデータタブ

の右側に表示されます。
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[4] クラッシックビュー 
 

 

 
 

 
 

[4.1] マーケットレート 
 
 

 
 

 

Favourites: お好きな商品シンボルを選択しアイコンをマークする事でお気に入りリストに追加出来ます。  

Movement arrows: 上向きの緑色の矢印マークにて前回のティカーレートより高値を示している商品である事が確認できま

す。又、下向きの赤色の矢印マークにて前回のティカーレートより安値を示している商品である事が確認出来ます。 

Instrument: 各商品シンボルをクリックする事で注文画面もしくは該当商品シンボルのチャート画面を表示する事が可能です。  

Bid/Ask: 売値並びに指値を示しています。 

Info: 水色のインフォメーションマークの上にカーソルを合わせる事で当該商品の詳細情報を表示させる事が出来ます。
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Search window: サーチボックスへ商品名称を記入して検索する事によって商品リストを少なく

表示する事が可能です。 

Filter:  右図の様にに、表示したい商品リストを選択する事でお気に入りのリストを作成する事が

出来ます。 

Settings: 表示するリストの表示を新規に作成して加えたり、削除したりする事が出来ます。 

 
 

[4.2] トレーディングキューブ 
 

取引を加速化させる為に、トレーディングキュー

ブにて通貨ペアと取引量が予めプリセットされて

います。売り買いのボタンをクリックするだけで決

済が完了する様になっています。 

 

Adding/removing cubes: “Add” ボタ

ンをクリックする事で新たに通貨ペアをトレーディ

ングキューブに表示させる事が出来ます。デフォ

ルトでの設定はユーロドルのペアとなっており、取

引ボリュームは 0,01（1,000 通貨）となって

います。通貨ペアシンボルの横にある矢印（プ

ルダウンボタン）をクリックする事でご希望のシン

ボルを表示させる事が可能です。表示をさせる

必要の無いペアは右側に上にある×ボタンにて

非表示にする事が出来ます。 
 

Amount: 取引ボリュームを変更したい場合は、取引ボリューム（デフォルトでは 0.01 と設定）横の矢印を操作する事で、ボリュー

ム増やしたり減らしたりする事が出来ます。 
 

*（注）いくつかの商品において取引量に制限がある場合があり、全ての商品にてご希望の取引ボリュームにて取引出来

る訳では無いのでご注意下さい。 
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Buy/Sell: Clicking on the buy or sell section of a cube will send the order for execution with the amount 

selected.売り買いのボタンをクリックする事で、表示されている取引ボリュームにて決済される様注文を発注する事になります。 

Enable One Click Trading: 注文から決済までの時間を短縮する為に、ポップアップでの確認画面を非表示にし、ワ

ンクリックでの決済を可能にします。 

 

Box Colour –Red/Green: トレーディングボックスのキューブの色が緑色を示している場合は、前回のティッカーレート

より価格が上昇し、赤色を示している場合は前回のティッカーカードよりも価格が下げているというサインになります。 

 

Time: 時間は最後のティック時間を表示しています。
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[5] 注文の出し方 

 

  [5.1] マニュアルオーダー（手動での注文・決済） 

Instrument: プルダウンでの商品ペアリストの中か

ら取引を希望する通貨ペアを選択します。 

 

Amount: デフォルトにて設定されていると取引ボ

リュームからご希望のボリュームへ変更します。 

（注）いくつかの商品において取引量に制限があ

る場合があります。全ての商品がご希望の取引ボリ

ュームにて取引出来る訳では無いのでご留意下さ

い。 

S/L & T/P: Relevant to Instant Execution only/Fixed spreads only.このストップロス並びにテイクプロフィットの機能は、

即時決済・固定スプレッドにのみ適用され、ポジションを建てた時にストップロスとテイクプロフィットの設定が出来ます。（ライブ口座

への適用）マーケット決済の場合には、既にポジションを持っている場合に、このストップロスとテイクプロフィットの設定が出来ます。

各口座種別に基づく詳細については、口座をお持ちの各ブローカーへお問合せ下さい。 

売りと買いボタン：売りと買いのボタンをクリックする事で、選択した取引ボリューム数分のポジションのオーダーを出す事が可

能です。 

 
 

 [5.2] ペンディングオーダー（設定での注文・決済） 
 

特定した価格での決済をする様に設定する事が出来ます。“イフダン”条件に基づき、ポジションオーダーを出す事も可能ですし、既に

お持ちのポジションに対して、利益/損失を予め定める事が出来ます。 

 

Instrument: プルダウンでの商品ペアリストの中から取引を希望する通貨ペア

を選択します。 

 

Amount:  デフォルトにて設定されていると取引ボリュームからご希望のボリュー

ムへ変更します。 

（注）いくつかの商品において取引量に制限がある場合があります。全ての商

品がご希望の取引ボリュームにて取引出来る訳では無いのでご留意下さい。 

 

S/L & T/P:各ポジションに基づき、ストップロス・テイクプロフィットの設定が出来

ます。ストップロスとテイクプロフィットの設定は、オリジナルのポジション注文が入っ

ている場合（ポジションをお持ちの場合）に入力出来ます。 
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Type: オーダータイプを選択 
 
 

• Buy Limit: （買指値）今のマーケット価格よりも優位なレートで買い建てる為の設定をする事が出来る。価格は今のマ

ーケット価格よりも低い価格で設定する必要がある。 

 

• Sell Limit: （売指値）今のマーケット価格よりも優位なレートで売り建てる為の設定をする事が出来る。価格は今の価

格よりも高い価格で設定する必要がある。 

 

• Buy Stop: （買止め）今のマーケット価格よりも劣るレートで買い建てる設定をする事が出来る。価格は、今のマーケット

価格よりも高い価格で設定する必要がある。  

 

• Sell Stop: （売止め）今のマーケット価格よりも劣るレートで売り建てる設定をする事が出来る。価格は、今のマーケッ

ト価格よりも低い価格で設定する必要がある。 

 

 At Price: どの時点の価格で設定をするのかを記入 

  ***マーケット決済の特性上、スリッページが起こる可能性があります。 
 

Expiry: 期限（オプション） – ご自身のご要望に応じて、オーダーを発注する際の期限を設定する事が出来ます。（時間は MT

サーバータイムに準じます）デフォルトでの有効期限は、GTC（キャンセルとなる迄有効）設定となっています。 
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[6] ソーシャルトレーディング 
 

ソーシャルトレーディングの機能は、Sirixのトレーディングコミュニティー

を通して、ライブで他のトレーダーが実施したトレードへのアクせスを可

能にする大変エキサイティングな機能です。Sirixソーシャルストリーム

では常に他のトレーダーが実施した、ペンディングオーダーも含む100

の最新のライブトレーディングがストリームされています。 

 

Show –全てのトレーダー、トップトレーダー、私がウォッチしてい

るとレーダーという選択でストリームをフィルターする事が出来ま

す。 

Top Traders –総利益、利益率等により、現在の毎月のトップ

10 トレーダーが表示されます。 

Spotlight – トップトレーダーの中でも最も人気のあ

るトレーダーが表示されます。
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 [6.1] コミュニティーへのサインナップ 
 

Sirix トレーディングコミュニティーにて他のトレーダーのトレードをウォッチしたりコピ

ーしたりする為には、Sirix トレーディングコミュニティーへサインアップし参加する必

要があります。 

 

こちらをクリック   
 

i. ニックネームを選択し、お好きなアバターを選びます。 

ii. 取引条件をお読み頂き、同意頂ける様であれば、「ジョイ

ン」をクリックします。 

iii. ご自身のご登録の国旗がアバターの左上に表示されます。 

 
 

 [6.2] ソーシャルストリームからのマニュアルコピートレード 
 

Sirix ソーシャルストリームを通して、トレーダーはコミュニティ内の他のトレ

ーダーのトレードをコピーする事が出来ます。他のトレーダーが売り・買いの

ポジションを建てたり何かしらのポジションを建てた際に、「コピーする」という

ボタンがソーシャルストリームの中に表示されます。該当するトレードの「コピー」

ボタンをクリックするとポップアップウィンドウが開き、ご希望のトレーディングボリュームにてオ

ーダーを出す事が可能です。 
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オーダーを出す際に、エントリーオーダーウィンドウが開きますが、トレーディングボリュームを変更出来るのに加えてオーダーのタイプの変

更も可能です。 

 

***コピートレードのオーダーは、手動にてコピートレーダーによっ

て為される必要があります。 

 

 

*** S i r i x ソ ー シ ャ ル ス ト リ ー ムは 、 ト レ ー ドの中

間 レ ー ト の み 表 示 さ れ ト レ ー ド の ボ リ ュ ー ム な ど

詳細は表示 され ま せ ん 。 こ ぴ と レ ー ド を実施する

際 P / L パーセンテージ等、マー ケ ッ ト の動き等 の

理由 か ら 、 実 際 の ト レ ー ド と コ ピ ー ト レ ー ド の 結

果に差異が生じ る場合があ り ま す 。  

 
 

 [6.3] トレーダープロファイル 

ご自身 の プ ロ フ ァ イ ル ネ ー ム を ク リ ッ ク す る事 で コ ミ ュ ニ テ ィ 内 で 表示 す る プ ロ フ ァ イ ル の詳細 を 編集 し た

り 確認 し た り す る 事 が 出来 ま す 。 コ ミ ュ ニ テ ィ ー の メ ン バ ー は そ れ ぞ れ の メ ン バ ー の ア バ タ ー も し く は ニ ッ

ク ネ ー ム を ク リ ッ ク す る事 で メ ン バ ー詳細 を確認 す る事 が出来 ま す 。  

プロファイルページにて確認出来る内容： 
 
 

Nickname and avatar (or selected picture*). 

参加した日時として口座を開設した日時が写真の下に表

示されます。さらに、「私について」と「私の投資スタイル」に

ついて一言コメントを記載する事が出来ます。 

The trader’s 12 latest trades - 更新があった履歴

を表示します。 

Watch / unwatch button -  

ボタンをクリックする事でご自身がウォッチするトレーダーリス

トとして Sirix ソーシャルストリームのウォッチリストに追加す

る事が出来ます。 

 

Copy / uncopy button –   ボタンをクリックする事でこのトレーダーのトレードをコピーする事が出来ま

す。（詳細は下記を確認）  

Weekly P/L Graph. 

Risk level gauge – 1年間の間に MT4口座にて実施されたオープン・クローズドポジション（ポートフォリオ）を基に当

該トレーダーのリスクレベルをパーセントで表示します。
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[6.4] オートコピー 
 
 

他のトレーダーのトレードをコピーする為には、当該トレーダーのプロファイルに

て「コピー」トレードを選択する必要があります。下記記載の２種類の方法に

て実施する事が出来ます。 

• マスタートレーダーのトレードにおける投資金額に基づきアロケートして

投資する方法 

• マスタートレーダーの取引量（ボリューム）に応じて固定でコピーする

方法 

 
 

 イコールアローケート 

  マスタートレーダーのトレードボリューム応じて、もしくはポジションに応じてご自身のトレーディングボリュームを選択する事が出来ます。 

 

 

例： 
 

1)  仮にコピートレーダー1000 ドル分を、10,000 ドルの口座残高を持つマスタートレーダーをエクイティーアロケーションにてコピーす

る場合は、マスタートレーダーが 100,000 ドルのポジションを持った場合、コピートレーダーは 10,000 ドル分をコピーする事にな

ります。 

 

2) 仮にコピートレーダー1000 ドル分を、100 ドルの口座残高を持つマスタートレーダーをエクイティーアロケーションにてコピーする場合

は、マスタートレーダーが 1,000 ドルのポジションを持った場合、コピートレーダーは 10,000 ドル分をコピーする事になります。 
 

 

.コピートレーダーは自動でエクイティーアロケーションに応じてマスタートレーダーのトレードをコピーする事が出来ますが、手動において

も変更する事が可能です。万が一コピートレーダーの口座残高にエクイティーアロケーションに応じたトレードが出来る残高が無い場

合は、トレードは決済されませんのでご注意下さい。 

 

コピートレーダーは、ご自身が自分が持っている投資資産以上の資産をアロケートしてのポジションを建てる事は出来ません。 

マーケット環境に応じて取引可能なレートがオリジナルのトレードのレートと比較して乖離している場合は、コピートレードは実施されま

せん。 

トレーダーは、トレーディング条件（例えば最小取引ボリューム・サイズ）を指定してコピートレードをする事は出来ません。
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 固定サイズコピー 

エクイティアロケーション以外にコピートレードを実施する場合は、固定のトレーディングロットを指定してコピートレードを実施する事が出来

ます。固定のトレーディングロットを指定してコピートレードを実施する為には、下記のリストボックスを洗濯し、希望のトレーディングボリュー

ムをご自身で記入（選択）する必要があります。 

 

ボックスの右側にて取引しようとしている商品が取引ボリュームによるトレードがサポートされているか、 

 されていないかを確認する事が出来ます。 

 

  Supported instruments: 取引ボリュームによる取引がサポートされている商品シンボルが表示されます。 

  Unsupported instruments: 取引ボリュームによる取引がサポートされていない商品シンボルが表示されます。 

  選択した取引ボリュームにて取引が出来ない場合と、商品自体がコピートレードをサポートしていない場合があります。 

 

一度ご自身の希望するコピートレードのタイプを選択したら、ウィンドウの下部にある ボタンをクリックする事でコピートレー

ドを開始する事が可能です。該当トレーダーのトレードのコピートレードを開始した事を知らせるメールを受け取ると同時に、コピーして

いるトレーダーはご自身のウォッチリストに加えられます。 

続けて「クローズ」ボタンを押してください。 

 
 

コピートトレードを終了するには、コピートレードをしているトレーダーのプロファイル上に表示される、   ボタンをクリックしま

す。トレーダー自体のコピートレードを終了する場合は全てのオープンポジションからのリンクを外しコピートレード機能のリン

クを全て外します。コピートレードのリンクを外した後オープンポジションがある場合は手動でポジションをクローズする必要が

あります。  

 

推奨ボックスは、ご自身のトレーディングメソッドに基づいたコピートレードをプラットフォームが自動的に識別し提案をしてくれます。 

 
 

下記のリストにある様な状況の場合は、マスタートレーダーがトレードしたにも関わらずコピートレードが為されない場合があります。 

a. マスタートレーダーのトレードをコピーしているトレーダーが手動でポジションを閉じた場合。 

b. コピートレーダーがマスタートレーダーをフォローする前にマスタートレーダーがポジションを持った場合。 

c. マスタートレーダーが持ったポジションにおいてその投資商品をコピートレーダーがコピートレードする事が許されていない場合。 

d. マスタートレーダーが持ったポジションにおいてその投資商品をコピートレードする事が許されていない場合。 

e. マーケットにおいて値動きが激しくコピートレーダーが出した価格が既に有効では無い場合（有効な価格であったとしてもスリッ

ページ等が発生した場合） 

f. コピートレーダーのトレーディング口座において、最小取引ロット等制限がある場合。
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[6.5] アナリシスタブ 

このアナリシスタブでは、指定の期間内にて当該トレーダーが実施したトレード（ポジション）を分析した指標としてトレーディング概

要を表示します。  
 

 

 
 

Days in the system –トレードを実施した日（期間） 

Success rate-指定した期間で当該トレーダーがトレードしたポジションの内、利益を出した取引をパーセンテージにて表示し

ます。 

Average daily P/L -指定した期間における利益・損失の平均値（日別） 

Average Monthly P/L -指定した期間における利益・損失の平均値（月別） 

Maximum Drawdown -指定した期間でのドローダウン（最高利益から最低損失）をパーセントにて表示 

Best Position –指定した期間での最高ポジション（利益率に基づき）を表示 

Worst Position –指定した期間での最低ポジション（損失率に基づき）を表示 

Risk Level –このトレーディング口座が開設されてからの期間に基づく当該トレーダーのリスクレベルを表示 

P/L chart –指定した期間での累積利益・損失をチャートにて表示
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[6.6] コミュニティタブ 
 

コミュニティタブでは、選択したトレーダーがコミュニティーで誰と繋がっているのか確認する事が出来ます。 
 
 
 

Watchers: どのトレーダーが該当するトレーダーをウォッチし

ているのか確認できます。 

Watching: 該当するトレーダーがウォッチしているトレーダ

ーを確出来ます。 

Copiers: traders who are copying trades from 

this trader当該トレーダーのトレードをコピーしているトレー

ダーを表示。 

Copying:  該当するトレーダーがどのトレーダーからコピートレー

ドを実施しているかを表示。 

 

[6.7] ポジションタブ 
 

ポジションタブはトレーダーの過去のポジション詳細を表示します。-オープンポジション・ペンディングオーダー・クローズポジション 
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[6.8] 検索 
 

他のトレーダーのトレードをウォッチしたり、コピートレードを実施するに当たりご自身のご希望に応じたトレーダーを検索ボックス内より選択

する事が可能です。                        

                       マークをクリックする事でウォッチしたり 

                                     コピートレードしたりするトレーダーを検索する事が出来ます。 

 

下記のリストから選択します： 

Period: 指定したい期間を選択します。 

P/L:  指定したい利益や損失を選択します。 

Risk Level: 指定したいリスクレベルを選択します。 

Success Rate: 指定したい成功レベル（利益を出しているポ

ジションの割り合い）を選択します。  
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[7] トレンド 
 
 

この機能は Sirix ウェブの機能の中でもとても有効的でユニ

ークな機能の一つです。メジャー通貨ペアにおける関連

ニュースを表示するだけでなく、他のトレーダーがマー

ケット上にてどのようなトレードしているかを確認する

事が出来ます。 
 

 

Popularity: トレーダーが当該通貨ペアに対してどの程度

の興味を示しているのかパーセンテージにて表示します。又、

この機能は、チャートボタンをクリックする事で丸型のチャート

（下のグラフを参照）へ変更する事も可能です。 

Trend: Shows 売りポジションなのか買いポジションなの

か通過ペア（投資商品）毎にパーセントで表示されます。  
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[8] チャート 

基本的なチャートの構造は Sirix ウェブプラットフォーム上にてご利用頂けます。 

Instrument: 取引商品を選択します。 

Time Frame:時間軸（時間足、４時間足、一日足、

週足、月足） 

Chart Type: チャートの種類 

• Sticks:ろうそく足 

• Line:ラインチャート 

• Bar:バーチャート 

Full size view: マークをクリックする事でフルスクリー

ン表示にする事が出来ます。 

Pencil –   マークをクリックする事で、ペンシルで線を描く事が出

来ます。 

Eraser –  マークをクリックする事で、チャートをリセットした

り、ラインを消す事が出来ます。 

Price line – 現在の価格をマークします。 

 

 
 

チャートの下の部分にて取引量が表示されます。この取引ボリュームは一定期間における特定のレートに基づく取引ボリュームとなりま

す。– 取引ボリュームのインジケーターを削除したい場合は、右上にある×ボタンをクリックする事で非表示にする事が出来ます。 

Show older – その他のヒストリカルデータ等をチャートにダウンロードしたい場合は左側へスクロールして行く事で、過去のデータを参照する

事も出来ますが、当該日を入力する事で表示させる事も可能です。 

[8.1] インジケーター 
 

 マークボタンを押すことで、基本的なインジケーターを表示する事が出来ます。ボタンをクリックするとポップアップウィンド

ウが開きます。 
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インジケーターをチャート上に表示させる為には、インジケーターリストの右側にあるチェックボックスをチェックする事で表示させる事が出来

ます。 
 

設定を変更する為には、 マークボタンを押すことによって変更が可能です。ここでは、ご希望のインジケーターの設定を変更する事が出来ます。 
 
 

 Apply をクリックする事で、チャート上に表示させ、ダイアログボックスをオープンにする事が出来ます。  

 OK ボタンをクリックする事で、ご希望のインジケーターをチャート上に表示させ、ダイアログボックスをクローズする事が出来ます。 

 
 

[8.2] リアルタイムチャート 
 

リアルタイムのティッカーチャートをご参照下さい。 
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[9] ポジション 

 

[9.1] オープンポジション 

リアルタイムにて保有ポジション等、口座詳細をポートフォリオタブにて確認頂けます。 

 
 

売り買い等ポジション特性を ID インディケーションタブの左側にてご確認頂けます。 

 

ID: MT オーダー番号 

Instrument: トレーディング商品 

Action: 売り・買い 

Amount: トレーディングサイズ（ロット） 

Open Rate: ポジションを建てた時のレート 

Open Time: ポジションを建てた時の時間（MT サーバー時間） 

S/L: Stop loss rate ストップロス時のレート 

T/L: Take profit rate テイクプロフィットした時のレート 

Profit: 確定利益もしくは確定損失（赤は損失を、緑は利益を表す） 

Swap: 発生スワップレート 

Commission: 往復取引によるコミッション（取引種別によりコミッションが発生する場合） 

Close Rate: 現在のマーケットプライス 

Copied From: (オート取引－コピートレードのみ) – トレーダー毎にどのトレードがコピーされたのかを表示。「UnLink」ボタンを押

す事でコピートレーダーによるトレードであるという表示を外す事が出来ます。コピートレードにおいて、マスタートレードがポジショ

ンをクローズしたことで自動的にポジションがクローズされる事は無い為、ご自身でトレードをクローズする必要があります。 

Actions: どのプラットフォームからオーダーが出されたかの詳細情報がご確認頂けます。トレーダーは、簡単にポジションを開けたり閉じ

たり修正したりする事が出来ます。 

 

***既にお持ちのポジションに対しての反対取引（ヘッジ取引）のポジションをトレーディングキューブもしくは、オーダータブから実施す

る場合は、新規のオーダーとしてポジションが建つ形となります。該当ポジションのクローズボタンを押す事で閉じるのは、該当するポジ

ションのみとなります。 

• “Edit”:エディットボタンを利用する事で、既にお持ちのポジションのストップロス、テイクプロフィットの設定を変更する事が出来ま

す。 
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1) レートが表示されている場所の左側のボックスにチェックを入れる事で、ストップロス・テイクプロフィットの設定を追加したり変更した

りする事が出来ます。 

 

2) ストップロス・テイクプロフィットの価格を変更する 

   （注記）  

     買建てるポジション： 

     ストップロスは現在マーケット価格より低い必要があります。 

     テイクプロフィットにおいては、現在のマーケット価格を上回っている必要があります。 

 

     売建てるポジション： 

     ストップロスは現在マーケット価格より高い必要があります。 

     テイクプロフィットにおいては、現在のマーケット価格を下回っている必要があります。 

 

3) 最後にアップデートをクリックして下さい。 
 
 

“Close”:ポップアップ画面が立ち上がりますので、ポジションを閉じる事が出来ます。デフォルトでは、全ての投資

金額（ポジション）をクローズするか、一部の投資金額（ポジション）を指定してクローズする事も出来ます。  

 

 

投資金額の一部（ポジションの一部）をクローズする場合は、金額と指定した後クローズボタンをクリックしています。 
 
 

Enable One Click Trading: ワンクリックトレーディングを利用

する事で、確認画面の表示を非表示とする為トレード時間を短縮

する事が出来ます。 

 

 

***一部のポジションをクローズするパーシャルトレードクローズは、

ワンクリックトレーディングがオフになっている場合のみ有効です
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[9.2] クローズポジション 

クローズしたポジションに関する詳細なインフォメーションを表示する事が出来ます。 
 

 
 

タブの左側に表示される ID表示にて売り・買いのポジションなのかをご確認頂けます。 

ID: MT オーダー番号 

Instrument: お取引した商品 

Action: 売り・買い 

Amount: 取引ボリューム（ロットでの表示） 

Open Rate: ポジションを建てた時のレート 

Open Time: ポジションを建てた時間（MT サーバー時間にて表示） 

Close Rate: ポジションを閉じた時のレート 

Close Time: ポジションを閉じた時の時間（MT サーバー時間にて表示） 

S/L: トップロスとなった時のレート 

T/L: テイクプロフィットした時のレート 

Profit: ポジションを閉じた時の結果（利益確定の場合は緑にて表示、損失の場合は赤にて表示） 

Swap: 発生スワップレート 

Copied From: (オート取引－コピートレードのみ) – トレーダー毎にどのトレードがコピーされたのかを表示。「Unlink」ボタンを押

す事でコピートレーダーによるトレードであるという表示を外す事が出来ます。コピートレードにおいて、マスタートレードがポジショ

ンをクローズしたことで自動的にポジションがクローズされる事は無い為、ご自身でトレードをクローズする必要があります。 

Commission: 往復取引によるコミッション（取引種別によりコミッションが発生する場合） 

Actions: どのプラットフォームからオーダーが出されたかの詳細情報がご確認頂けます。トレーダーは、簡単にポジションを開けたり閉じ

たり修正したりする事が出来ます。 

Choose Date Range: プラットフォームにてポジションをクローズしたリスト表示する日付の期間を変更する事が出来ます。 (例；

7/14/30日間～全て) 

Profit: クローズしたポジションにて利益となったのか、損失となったのかを表示します。 

 

 [9.3] ペンディングオーダー 

ペンディングオーダーの表示/編集 
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ID: MT オーダー番号 

Instrument: 投資商品 

Type: バイリミット・セルリミット・倍ストップ・セルストップ（詳細については、●ページを参照） 

Amount: 取引ボリューム（ロットにて表示） 

Expiration Time –オーダーに期限が設定されている場合は表示されます（MT サーバー時間に基づきます） 

Price: ご希望の記入レート 

T/P: 利益確定レート 

S/L: ストップロス時のレート 

Current price: 現在のマーケットプライス 

Actions: 取引の修正もしくは削除 
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[10] ニュースと経済指標カレンダー* 
 
 

News -トレーディングプラットフォームのターミナルの中に、最新のニュースや記事が表示されます。 
 

 
 

Date: MT サーバータイムに基づき、ニュースが発表される時間が表示されています。 

Title: 予定されている指標発表件名。 

Date: 発表予定の経済指標の内容 

Type: ニュースの内容。 

 Forex 外国為替証拠金取引    

 Central Banks 主要各国中央銀行 

 Interest Rates 金利 

 Financial 財政政策 

 Commodities 先物等 

 General   一般的な指標    

 Industry Buzz 業界ニュース 

 Stock Market 株式マーケット 

 Economic Indicator 経済指標 

Filter: ニュースのタイプによってフィルターをかける事が可能です。
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News Reader:    アイコンをクリック、もしくは記事の上にカーソルを合わせてダブルクリックする事で、記

事の全文を読む事が出来ます。  

 

 
 

Economic Calendar – 経済指標カレンダーでは、最新の経済指標の発表日程や経済イベント等をカレンダー形式にて参照する

事が出来ます。 
 

カレンダーへアクせスするには、メインのツールバーにあるカレンダーのアイコンをクリックしてください。又、ここでは、現地時

間へ調整などが出来るオプションもあります。 

 

 
 

http://www.ironfx.com/


www.IronFX.com 
IronFX Financial Services Limited is authorised and regulated by CySEC (Licence no. 125/10) 

IronFX (Australia) Pty Ltd is authorized and regulated by ASIC (417482) 

 

 

 

 

◆Sirix ソーシャルトレーディング概要◆ 

概要を確認 
 

 

 

◇Sirix ライブアカウントの開設◇ 

ライブ口座の開設 

◇Sirix デモアカウントの開設◇ 

デモ口座の開設 
 

 

 

ご不明な点がありましたらいつでもライブチャット、メールお電話でご連絡ください。 

 

１．お取引決済には、迅速な対応のため英語で、口座番号と注文番号を記載の上 

  Ｅメール dealing@ironfx.com   電話 +357 25027222  をお願い申し上げます。 

2.  ご意見、テクニカル上の報告、ご提案等は japan.support@ironfx.com にお願いします。 

 

[混雑状況等により 24時間～36時間以内には回答するよう努力しておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

日本語サポート対応時間帯：平日日本時間１4－深夜 3時（キプロス時間 7時－20時）] 

 

IronFX Japan Support  

email Japan.Support@IronFX.com 
direct +357 25027687 

 

IronFX Financial Services Limited 
2, Iapetou Street, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus 
t +357 25027687 • f +357 25027001 • www.IronFX.com 
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