
LION BO Plus+モバイル 
ユーザーガイド 

＊LION BO Plus+モバイル は専用アプリを必要とせず、スマートフォンを利用して取引出来
るツールです。 

下記URLにアクセスしていただき、ID・パスワードを入力するとログインできます。 

https://lionbo.hirose-fx.co.jp/twclientmobile/index.html 

 
 

取引ルールは現在のLION BOと変わりません。操作方法につきましては、 

本ユーザーガイド及び、現行LION BOのマニュアル及びLION BO plus のユーザーガイドも合
わせてご参照ください。 

http://hirose-fx.jp/lionbo/pdf/bomanual.pdf 

http://hirose-fx.jp/lionbo/pdf/manual_lionboplus.pdf  
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ID・Passwordを入力し、ログインをタップすれば、ログイン完了です。 

ログインURL      
https://lionbo.hirose-fx.co.jp/twclientmobile/index.html 

ログインすると、画面上部に基本メニューが表示されます。 

 

レート一覧・・・通貨ペア別に各ラダーのオプションの購入・清算価格が表示されます。 

          また、購入締切、回号終了までの時間、及び現在値を確認できます。 

 

チャート・・・・・為替チャートが表示されます。 

           1分、5分、10分、30分、60分の足から選択可能です。 

          チャートタイプはローソク、ライン、平均足の3種類です。 

          Y軸、X軸の固定、フリーも設定可能です。 

 

ポジション・・・取引中の保有ポジションが表示され、購入ポジション毎の清算が可能です。 

 

メニュー・・・・取引明細・口座残高明細・レート/判定履歴を表示します。 

         FX口座との振替ができます。 

＊LION BO Plus+モバイル は専用アプリケーションのインストールは必要ございません。 

   スマートフォンから以下のURLへ直接アクセスしていただけます。 
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① 残高 

   バイナリーオプション（BO）口座の残高が表示されます。 

 

② 通貨ペア＆回号 

                   

 

                  ▽をタップすると表示される左図のメニューか
ら通貨ペアと回号    ら、通貨ペアと回号を選択できます。   

 

 

③ 現在値 

   選択した通貨ペアの現在値が表示されます。 

 

④ 時間 

   オプションの購入締切および回号終了までの時間が表示されます。
（購入締切は回号終了時間の2分前までとなります。） 

 

⑤ 行使価格 

   ラダー毎の行使価格が表示されます。この価格は回号、通貨ペア毎
に異なります。 

 

⑥ 購入（清算）価格-赤 

   回号の終了時点で判定レートが左の行使価格より上がっていると予
想する場合のオプションの購入（清算）価格です。 

 

⑦ 購入（清算）価格-青 

   回号の終了時点で判定レートが左の行使価格より下がっていると予
想する場合のオプションの購入（清算）価格です。 

 

1 

2 
3 4 

5 6 7 
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購入したい行使価格（ラダー）の購入価格をタップすると、 
発注画面へ切り替わります。 
 

ロット数 

 購入したい数を入力します。白地の入力欄に直接入力でもロット数ボタンでも入力 

 可能です。ロット数ボタンで入力する場合、                をタップすると 

 その数だけ加算されます。     をタップすると１減額、     をタップすると1 

 増額されます。 

      

      をタップすると入力した数字が消去されます。 

購入金額 

 購入する金額が表示されます。1ロットあたり の購入価格が580円の場合、ロット 

 数を2にすると 1160円となります。  

ペイアウト金額 

 1ロットあたり一律1000円です。2ロットの場合は2000円と表示されます。 

購入 

        をタップすると注文が発注されます。 

 

 

 

                 に 

チェックが入っていない場合は、 

右の確認画面に推移します。 

購入をタップすると発注されます。 

 

チェックが入っている場合は、 

      をタップした時点で発注 

されます。 
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                 にチェックが入っていない場合 

は、右の確認画面に推移します。 

                    

                   をタップすると発注されます。 

 

チェックが入っている場合は、      をタップした時点で 

発注されます。 

 

                  

    をタップすると、保有ポジション（同一通貨ペア、同一ラダー、
同一種類<上昇/下降>がすべて清算されます。 
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チャートのタイプはローソク、ライン、平均足の3つから選択可能です。 

 

時間足は1分、 5分、10分、 30分、 60分の6種類です。 

 

Y軸目盛 

フリー・・・表示される期間の高値から安値までの値幅が表示されます。 

行使価格・・・現在の回号の行使価格の最も高い価格から安い価格ま 

         での値幅が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X軸目盛 

フリー・・・ピンチイン・アウト（2本の指でつまむ、広げる）することで表 

      示本数を変えられます。 

 取引時間・・・ 現在の回号の開始から終了までのチャートが表示され 

          ます。 

 

 

ここをタップすると
チャート設定ウインド
ウが表示されます。 

行使価格を選んで、右のラダーの価格の 

一つを選択すると、チャート背景がその価格 

を境に上は赤、下は青に変わります。 
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購入中（取引中）のオプションが表示されます。 

同一通貨ペア、同一ラダーのオプションを複数持って 

いる場合でも、それらを合算した表示はされません。 

それぞれ購入毎の表示となります。 

 

 

それぞれのポジションの右にある        ボタン 

をタップすると清算できます。 

 

購入金額、清算金額、損益は合計額で表示されます。 

 

 

 

 

 取引明細 

指定した期間の取引履歴を確認することができます。 

 

口座残高明細 

指定した期間の口座残高の履歴を確認することができます。 

 

レート履歴 

旧LION  BOの過去の判定レートを確認することができます。 

（＊2013年11月8日以前の旧LION BOの判定レートです） 

 

判定履歴 

指定した期間の判定レートを確認することができます。 

 

振替 

LION  FXとLION  BOの間で資金移動することができます。 
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全ての通貨ペア、または個別の通貨ペアを選択できます。 

全て、またはラダーの上昇、下降を選択できます。 

＊ハイローUP、ハイローLowは旧LION BOのオプ 

ションになりますので、現在ご利用できません。 

 

取引ステータスを選択できます。 

＊取引中の明細は表示できません。 

上段のメニュー“ポジション”から確認 

できます。 

取引日、取引期間の選択は、上記の日付欄をタップすると 

右のカレンダーが表示され、日付を選択します。 

直接、日付の入力はできません。 

 

 指定した期間の取引明細が表示されます。 

・ 銘柄          購入/清算したオプションの通貨ペア、種類、行使価格、回号の時間 

・ ロット数        購入したオプションのロット数 

・ 購入価格       購入したオプションの1ロットあたりの価格 

・ 購入金額       購入したオプションの総代金（1ロットあたりの購入価格×購入ロット数） 

・ 購入時間       オプションを購入した時間 

・ ステータス       購入したオプションの結果 

・ 判定レート          判定のレート、清算したときのレート 

・ ペイアウト       権利行使、清算により発生した払戻金額 

・ 損益          オプションを購入して発生した損益 

 

＊一番下に指定した期間の購入金額、ペイアウト、損益の合計が表示されます。 

 

 

取引日の期間指定 
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取引ステータス 
     

 - 入金                       LION FXからLION BOへの資金振替 

 

 - 出金                       LION BOからLION FXへの資金振替 

 

 - 購入した場合のプレミアム          オプションの購入 

 

 - 清算した場合の払戻金額          清算による払戻 

 

 - アウトオブザマネーの場合のペイアウト  購入したオプションの権利が消滅した場合の損失 

 

 - インザマネーの場合のペイアウト      購入したオプションの権利が行使された場合の利益 

 

 - アットザマネーの場合のペイアウト     判定レートが行使価格と同値だった場合の損失・利益 

 

 - キャンセル                   キャンセルとなった取引 

 

金額                        取引ステータスにより変動した金額 

②で“処理日時”を選択 

“全て”のみが選択可能になります。 

1 

2 

1 

2 

②で“取引日”を選択 

2 

1 

1 

2 処理日時/取引日の期間指定 

取引日、取引期間の選択は、上記の日付欄をタップすると 

右のカレンダーが表示され、日付を選択します。 

直接、日付の入力はできません。 
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“全て”の通貨ペア、または 

個別の通貨ペアが選択でき 

ます。 

期間指定 

期間は行使期日を基に検索します。 

上記の日付欄をタップすると右のカレンダーが 

表示され、日付を選択します。 

直接、日付の入力はできません。 

 

 

旧LION  BOの過去の判定レートを確認することができます。 

（＊2013年11月8日以前の旧LION BOの判定レートです） 

指定した期間の判定レートを通貨ペア別、行使日、行使時間別に表示します。 
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指定した期間のラダーの種類（上昇/下降）または“全て”の 

判定履歴が選択できます。 

 

＊ハイローUP、ハイローLowは旧LION BOのオプションになり 

ますので、現在ご利用できません。 

・ 銘柄           オプションの通貨ペア、種類、行使価格、回号の時間 

・ 判定レート        回号終了時の判定レート 

・ 判定結果        

  - ITM           インザマネー、 判定時刻に予想通りの結果となったもの     

  - OTM           アウトオブザマネー、判定時刻に予想と反した結果となったもの 

  - ATM           アットザマネー、判定時刻に行使価格と判定レートが同値となったもの 

・ 判定時刻        判定した時間 

・ 取引期間（行使期日） 回号の終了時間 

・ ペイアウト金額     判定により発生した払戻金額 

期間指定 

期間は行使期日を基に検索します。 

上記の日付欄をタップすると右のカレンダーが 

表示され、日付を選択します。 

直接、日付の入力はできません。 
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オプション口座からFX口座へ 

①振替元でオプション口座を選択 
②振替先でFX口座を選択 
 
振替可能金額が表示されます 
 
④振替依頼額に希望金額を入力 
⑤確認をタップ 
 

⑥振替金額を確認し、振替実行をタップ 

＊金額を変更する場合は戻るをタップ 

 

FX口座からオプション口座へ 

①振替元でFX口座を選択 
②振替先でオプション口座を選択 
 
振替可能金額が表示されます 
 
④振替依頼額に希望金額を入力 
⑤確認をタップ 
 

⑥振替金額を確認し、振替実行をタップ 

＊金額を変更する場合は戻るをタップ 

 

⑦振替完了 

⑦振替完了 

振替完了後は、口座残高明細にて 

確認できます。 

*入金＝ FX口座からオプション口座 

 出金＝オプション口座からFX口座 

12 


