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チケット画面と銘柄画面

チケット発注

注文・約定状況

銘柄画面
始（値）・高（値）・安（値）
現（直近）・△前日比
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発注手順（チケットの場合）
←1. 発注する銘柄をクリックします。
（自動的にチケットが該当銘柄に連動します）

2. 板上の発注価格をクリックします。→

←3. 枚数をボックスに入力、もしく

はボタンをクリックします。板上に
てテンキーを押しても自動に変更
されます。（ここでも価格の設定が
できます）

4. チケットツールバーにて→
右クリックをすると口座選択

ボックスが表示されますので、
口座を指定します。

（口座の選択は必要ない場合が
あります）

5. 発注ボタンをク

リックします。→
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チケットの主な機能

指値
逆指値

買成行

売成行

取消ボタン

数量・価格ボタン

執行条件ボタン
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キャンセル方法

取消ボタンにて
まとめてキャンセルが可能。

注文を右クリック
でキャンセル

買取消 板上の全買注文取消し
売取消 板上の全売注文取消し
全取消 板上の全売買注文取消し
グローバル取消 全商品・口座の注文取消し
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注文訂正

注文をドラッグアンド
ドロップで価格訂正

注文をクリック→数値入力で
枚数訂正
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発注手順（板画面の場合）
←1. 発注する銘柄をクリックします。
（自動的にチケットとチャートが該当銘柄に連動します）

2. 発注枚数を決定します。→

板上にてテンキーを押しても自動
に変更されます。

←3. ツールバーにて右クリックを

すると口座選択ボックスが表示
され、口座を指定します。

（口座の選択は必要ない場合が
あります）

←4. 発注条件を決定します。
執行条件・発注期間等

5.発注をする価格の
売コラム・買コラムを→
クリックします。
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板画面の主な機能

指値

買成行売成行

取消ボタン

数量・価格ボタン

執行条件ボタン
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キャンセル方法と注文訂正

取消ボタンにて
まとめてキャンセルが可能。

注文を右クリック
でキャンセル

買取消 板上の全買注文取消し
売取消 板上の全売注文取消し
全取消 板上の全売買注文取消し
グローバル取消 全商品・口座の注文取消し

注文をドラッグアンド
ドロップで価格訂正

注文をクリック→数値入力で
枚数訂正
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取消ボタンにて
まとめてキャンセルが可能。

注文を右クリック
でキャンセル

注文をドラッグアンド
ドロップで価格訂正

注文をクリック→数値入力で
枚数訂正
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キャンセル・注文訂正・ストップ注文

買消 板上の全買注文取消し
売消 板上の全売注文取消し
全て 板上の全売買注文取消し
グローバル 全商品・口座の注文取消し

板の上部にてStop/Stop 
Limitの切り替え

価格をドラッグアンド
ドロップでStop注文

Ctrlキーを押しながら
クリックにてStop注文



キャンセル方法と注文訂正

取消ボタンにて
まとめてキャンセルが可能。

注文を右クリック
でキャンセル

買取消 板上の全買注文取消し
売取消 板上の全売注文取消し
全取消 板上の全売買注文取消し
グローバル取消 全商品・口座の注文取消し

注文をドラッグアンド
ドロップで価格訂正

注文をクリック→数値入力で
枚数訂正
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銘柄情報画面

シート形式

ボード形式

←タブにて切替可能
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表示形式はいずれか一つ選択ができます。



注文・建玉画面

受付中注文

約定済注文

←タブにて切替可能

部分約定詳細
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ツールバーにて
右クリックをすると

口座選択ボックスが
表示



注文・建玉画面

建玉照会

口座照会

←タブにて切替可能

←タブにて切替可能

損益照会
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銘柄シンボルの入力

一括銘柄入力
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先物例） J N K Z 5
<銘柄シンボル><限月コード><年>
この場合の年は2015年、またはJNKZ15とも入力が可能。
銘柄例）日経225 → JNK
限月例）JNK? (中心限月) JNK?1 (第一限月) JNK?2 (第二限月) 
月） F 1月 G2月 H3月 J4月 K5月 M6月 N7月 Q8月U9月 V10月 X11月 Z12月

オプション例） C. J N K Z 1 5 1 4 7 5 0
<オプション>.<シンボル><限月コード><年><権利行使価格>
オプションのコードはC（コール）もしくはP(プット）となります。

銘柄シート上にて、ひとつの銘柄シンボルを入力後、CTRL+Enterを押すと銘柄がまとめて表示されます。

オプションの場合はフルシンボル入力すると、
入力した限月の全権利行使価格が表示。

先物の場合、銘柄シンボルのみの入力後、
全ての限月が表示。



スプレッドシンボルの入力
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スプレッド例） Z C E S 1 Z 5
<銘柄シンボル><レッグギャップ><限月コード><年>

レッグギャップとは限月間同士を指し引いた値になります。
第一限月をベースにした場合、この値が１であれば１つ離れた第二限月との
スプレッドであり、2であれば、第一限月と第三限月のスプレッドになります。

銘柄例） ZCE （CBOT コーン）
レッグギャップ） S １
限月例） Z （12月）
年） 5 （2015年 1の桁の数字）
ギャップが１ですので、12月限の次の限月 > 3月限とのSCOになります。

スプレッドの種類や銘柄により、レッグギャップのアルファベットが変わります。
Reduced Tickスプレッドの場合 R 例） SIL COMEX銀
Reverse Calenderスプレッドの場合 W 例） JNK OSE日経225

Reduced Tickスプレッドとは ストラテジーやアウトライトより小さい最小チックサイズのカレンダースプレッドです。

Reverse Calenderスプレッドとは 通常とは異なり、例えば期近の買、期先の売というように順序が逆となります。



TOCOM銘柄リスト

© 2012 CQG, Inc. All rights reserved.

銘柄シンボル 銘柄

TGD 金 [標準取引]

TMG 金 [ミニ取引]

TPL 白金 [標準取引]

TPM 白金 [ミニ取引]

TGS ガソリン

TRU ゴム

TCO 原油

TKR 灯油

TSL 銀

TPA パラジウム

TCGS ガソリン [中京石油市場]

TCKR 灯油 [中京石油市場]

TCM 日経・東工取商品指数

TAL アルミニウム
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その他銘柄リスト

© 2012 CQG, Inc. All rights reserved.

銘柄シンボル 銘柄 取引所

JNK 日経２２５ラージ OSE

MJNK 日経２２５ミニ OSE

ZNA 日経２２５ SGX

JTPX TOPIX TSE

MJTPX TOPIXミニ TSE

JGB JGB TSE

GCE 金 COMEX

PLE プラチナム NYMEX

CLE ブレント原油 NYMEX

ZCE コーン CBOT

GCN コーン TGE

RBE ガソリン NYMEX

ZSE 大豆 CBOT

GSB 大豆 TGE

FCPO パームオイル Bursa Malaysia
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