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メニューから【チャート】をタップすると、チャートが表示されます。

時間足の種類の変更ができます。

各テクニカルの表示設定、チャート設定、
共通設定、注文画面のデザイン設定ができます。

BID /ASK /BID&ASK/平均足BID/平均足ASKの変更ができます。

通貨ペアの変更ができます。
（チャートの通貨ペアを変更すると「クイック注文」画面の通貨ペアも変更されます）

メニュー画面に戻ります。

※メニュー画面を表示するには、表示している画面の左上にある をタップしてくだい。

クイック注文画面の表示/非表示を切り替えることができます。

分割画面の設定ができます。

LION FX for iPhone

トレンドラインを引くことができます。

スマートフォンを横向きにして、チャートとクイック注文画面を表示することができます。
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チャート画面をダブルタップすると、
表示されているクロスラインは消えます。

クロスラインで選択しているローソク足の四本値が表示されます。

ダブルタップで
クロスラインを削除

画面上部にある分割表示設定ボタンより、クロスラインを表示することができます。

縦軸（値段軸）をタップすると水平線が、
横軸（時間軸）をタップすると垂直線が表示され、
縦軸、横軸、それぞれのラインを表示することもできます。

タップ

タップ

縦軸、横軸の交差点を
タップしたまま動かすと
クロスラインを移動可能
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２本指で「広げる」「つまむ」動作をすることで、拡大、縮小することができます。
「拡大」・「縮小」により、足の本数を増減することができます。

【拡大】 【縮小】

広げる つまむ

LION FX for iPhone
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■１画面 ■２画面 ■４画面

画面上部にある分割表示設定ボタンより、チャート画面の設定ができます。

LION FX for iPhone

※画面を長押しすると１画面に切り替わります。

※各チャート画面右上の をタップしても
1画面に切り替わります。

※テクニカル保持設定により切り替わる画面を
設定することができます。
（17ページにて設定方法をご案内）

※画面を長押しすると１画面に切り替わります。

※各チャート画面右上の をタップしても
1画面に切り替わります。

※テクニカル保持設定により切り替わる画面を
設定することができます。
（18ページにて設定方法をご案内）



＊クイック注文画面やチャート画面などで表示通貨ペア等を変更した場合、画面上に読み込みマーク が表示される仕様です。
不安定な通信状況などが原因で稀に読み込みマークが表示されない場合があります。
読み込みマークが表示されない場合、通貨ペアなどの情報が正しく読み込みできず一部正しくない情報が表示されたり、誤発注の原因となる可能性があります。
通貨ペアの変更時に読み込みマークが表示されない場合は、そのまま使用せず、通信環境の確認やアプリの再起動などを行い、
正常に読み込みすることを確認のうえご使用ください。
読み込み不良による誤発注などがあった場合、責任を負い兼ねますので十分ご注意ください。
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■通貨ペアの設定 ■時間足の設定 ■BID/ASK/BID&ASK/平均足BID/平均足ASKの切り替え

画面上部にある各種ボタンより、チャートの各設定ができます。

LION FX for iPhone
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テクニカル名の左端に✔が表示されているものが、チャート上に表示されます。

テクニカルの表示を消したい時は、
【なし】をタップします。

【下部テクニカル】
チャート下部に表示されるテクニカル指標を
2つまで設定できます。

【チャート】
チャート上に表示されるテクニカル指標を
3つまで設定できます。

各テクニカルの詳細設定ができます。

LION FX for iPhone
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① 【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【テクニカル】をタップします。

② 【テクニカル】画面が表示されます。
表示させたいテクニカル指標の名前を
タップします。

③ タップするとテクニカル名の左側に
チェックマークが表示されます。
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※【チャート】で3種類、【下部テクニカル】で2種類選択可能です。
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⑤ チャートに【単純移動平均】【スパンモデル】
【スーパーボリンジャー】と【RSI】が表示されました。

LION FX for iPhone

④ 例として、【単純移動平均】【スパンモデル】
【スーパーボリンジャー】と【RSI】にチェックを
入れました。
画面左上【戻る】をタップします。



② 設定を変更したいテクニカル名の右横に
ある をタップします。
ここでは、【単純移動平均】の設定を変更します。
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その他にも、各テクニカルの数値や線の表示数、色を設定することができます。

③ 【単純移動平均】の設定画面が
表示されます。
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① 【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【テクニカル】をタップします。



線の色を変更できます。
色設定の方法は、P.18をご参照ください。
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④ ここでは、
・中期線 表示を「オフ」→「オン」

「13」→「30」
・長期線 「21」→「70」

に変更しました。

⑤ さらに、
・短期線 「黄色」 「通常線」
・中期線 「水色」 「点線」
・長期線 「ピンク色」 「太線」

に変更しました。
画面左上【テクニカル】をタップします。

LION FX for iPhone
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⑥ 【テクニカル】画面に戻りますので、
画面左上【戻る】をタップします。

⑦ 表示が変更されました。

テクニカル詳細も、色の変更が適応されます。

中期線が表示されました。

短期線、中期線、長期線の色・線が変更されました。



② 設定を変更したい下部テクニカル名の
右横にある をタップします。
ここでは【ストキャスティクス】の設定を変更します。
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下部テクニカルの数値や線の表示数、色を設定することもできます。

③ 【ストキャスティクス】の設定画面が
表示されます。
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① 【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【テクニカル】をタップします。
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④ ここでは、
・％Ｋ 「9」→「30」
・％Ｄ 「3」→「10」

に変更しました。

⑤ さらに、
・％Ｋ 「水色」 「太線」
・％Ｄ 「黄色」 「点線」

に変更しました。
画面左上【テクニカル】をタップします。
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線の色を変更できます。
色設定の方法は、P.18をご参照ください。
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⑥ 【テクニカル】画面に戻りますので、
画面左上【戻る】をタップします。

⑦ 表示が変更されました。

テクニカル詳細も、色の変更が適応されます。

ストキャスティクスが表示されました。
％Ｋ、％Ｄの色・線が変更されました。



チャート注文ボタン、クイック注文ボタン、
テクニカル詳細ボタンのON/OFFの表示設定を
することができます。
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【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【共通設定】をタップします。

チャート画面を選択した時に表示される
初期画面の設定ができます。

チャート画面の全体的な設定をすることができます。

チャート注文ボタン、クイック注文ボタン、
テクニカル詳細ボタンの表示位置を設定する
ことができます。
※１画面表示時のみ適用となります。

テーマ1～5のいずれかをタップすると、
選択したテーマの色が【色設定】に反映されます。

※【色設定】以降は次のページをご参照ください。



チャート画面に表示される、現在レート線、クロスライン、
買ポジションの平均約定レートライン、
売ポジションの平均約定レートラインの色を変更できます。
色設定の方法は、P.19をご参照ください。
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背景色、罫線、ローソク陽線、ローソク陰線、
ローソク同時線、チャート注文買、チャート注文売の色を変更できます。
色設定の方法は、P.19をご参照ください。
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トレンドラインを引く際に、異なる時間足に反映する/しないを設定することができます。
「しない」・・・引いた時間足だけにトレンドラインを表示します。
「する」・・・すべての時間足にトレンドラインを表示します。
「引いた足種より短い足種のみする」・・・引いた時間足より短い時間足にトレンドラインを

表示し、長い時間足には表示しません。

チャート画面に設定したテクニカルの詳細情報の
表示、非表示を切り替えることができます。

保有ポジションの平均約定レートラインの
表示、非表示を切り替えることができます。

値段軸、時間軸の表示位置に
チャートを拡張表示する
オン、オフの設定をすることができます。

チャート拡張表示をオンにした際の
価格文字色、時刻文字色を
変更することができます。

チャート拡張表示【オン】 チャート拡張表示【オフ】
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転換点の表示、非表示を切り替えることができます。
転換点山、転換点谷の色変更ができます。
色設定の方法は、P.19をご参照ください。

転換点山

転換点谷

チャート画面に表示されるローソク足の表示本数を
「400本」「600本」「800本」「1000本」から選択することができます。
※表示本数が増えるほど通信量が増えます。
※機種や通信環境によっては表示に時間が掛る場合があります。
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テクニカルや背景色、線の色等の各種色の設定を変更することができます。

LION FX for iPhone
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1 タップすると設定を完了します。

2

3

4

5

6

7

8

色を登録しておくことができるパレットです。
8個まで色を登録することができます。
設定方法は次ページにてご案内しております。

左側：変更前の色です。
右側：変更後の色です。

タップしてお好みの色を選択します。

過去に設定した色の履歴を表示しています。

画面左上のパレットの色を変更することができます。

タップすると既定の色に戻すことができます。

画面左上のパレットの色を初期化します。
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① 【パレット編集】をタップしてオンにします。 ②色を登録したいパレットを選択します。 ③色を選択します。
【パレット編集】をタップして
オフにすると設定完了です。オンの状態

オフの状態
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【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【チャート設定】をタップします。

チャート1、チャート2それぞれの【通貨ペア】【足種】
【BID/ASK】【テクニカル】を変更できます。

通貨ペアを2画面に共通して設定できます。

足種を2画面に共通して設定できます。

BID/ASKを2画面に共通して設定できます。

テクニカルを2画面に共通して設定できます。

オンの状態
オフの状態

1画面チャートで設定した
テクニカルを保持すること
ができます。
設定をオンにすると右記の
メッセージが表示されます。

クロスラインを2画面に共通して連動設定できます。



HiroseTusyo 22

LION FX for iPhone

【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【チャート設定】をタップします。

チャート1、チャート2、チャート3、チャート4それぞれ
の【通貨ペア】【足種】【BID/ASK】を変更できます。

通貨ペアを4画面に共通して設定できます。

足種を4画面に共通して設定できます。

BID/ASKを4画面に共通して設定できます。

テクニカルを4画面に共通して設定できます。

オンの状態
オフの状態

1画面チャートで設定した
テクニカルを保持すること
ができます。
設定をオンにすると右記の
メッセージが表示されます。

クロスラインを4画面に共通して連動設定できます。
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トレンドラインツールを表示するとトレンドラインを引くことができます。

LION FX for iPhone

② トレンドラインツールが表示されました。① 【チャート】画面を開き、画面右上にある をタップします。



※高値・安値にぴったり合わせて線を引きたい場合は、 をONの状態にしておくと簡単に線を引くことができます。
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直線を引く時にONの状態にするとローソク足に
ぴったりくっついたラインを引くことができます。

アイコンをタップし、チャート上をタップしたまま
カーソルを動かすと、水平線を引くことができます。

アイコンをタップし、チャート上をタップしたまま
カーソルを動かすと、垂直線を引くことができます。

選択したトレンドラインを削除することができます。

トレンドラインを一括で全削除できます。

トレンドラインの選択や削除を行うことができます。

アイコンをタップし、チャート上をタップしたまま
カーソルを動かすと、自由に直線を引くことができます。

アイコンをタップし、チャート上をタップしたまま
カーソルを動かすと、フィボナッチリトレースメントを引くことができます。
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１画面のチャート上からクイック注文の表示、非表示の切替えが可能です。

タップ

LION FX for iPhone

＊チャート画面でクイック注文を同時に表示している場合、チャート画面からクイック注文画面に切り替えると、通常、通貨ペアは連動いたします。
チャート画面のみを表示している場合は、クイック注文画面の通貨ペアと連動しません。
通信状況によっては、正常に読み込みできず、連動しない場合等もございますので、注文発注時には通貨ペアをよくご確認ください。

誤発注防止のためのロック機能です。
初期画面は「注文しない」が選択されています。
※「注文する」を選択すると発注することができます。



売注文・買注文の発注ボタンです。
また、現在レートがリアルタイムに表示されます。

売注文時→ をタップ

買注文時→ をタップ

HiroseTusyo

ワンクリックで売買ができるスピード注文画面です。

メニュー画面に移動します。

両建・許容スリップ・Lot数・決済注文
設定状況を確認できます。
タップすると、各種設定画面が開きます。
（次ページにて詳細をご案内）
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クイック注文画面の表示・非表示を切替えます。

LION FX for iPhone

売ポジション・買ポジションそれぞれの
Lot数・平均レート・pip損益・評価損益が
一度に確認できます。

売全決済・通貨別全決済・買全決済の発注ボタンです。

通貨別全決済の詳細は、
下記URL 『通貨別全決済注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d07.pdf

売全決済注文・買全決済注文の詳細は、
下記URL 『売全決済注文・買全決済注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a05.pdf

発注可能Lot数を確認できます。
※事前に設定が必要です。表示方法は、
「注文画面に発注可能数量を表示する」の
マニュアルをご参照ください。
https://hirose-
fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d14.pdf

http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d07.pdf
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a05.pdf
https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d14.pdf
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各種設定を行うことができます。
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Lot数を設定できます。
入力欄をタップするとドラムピッカーが表示されます。

スライドすることで数値を選択できます。

【完了】をタップすると、数値が
Ｌｏｔ数欄に反映されます。

Ｌｏｔ数入力の補助機能です。
タップした数値にドラムピッ
カーがセットされます。

詳細は、『注文初期値設定』
をご参照ください。

許容スリップの設定ができます。
入力方法はpip入力です。
入力欄をタップするとキーボードが表示されます。
（例）5銭の場合→50と入力

【完了】をタップすると、
数値が許容スリップ欄
に反映されます。

両建の有無の設定ができます。

両建なしの状態

両建ありの状態

決済pip差注文のオン・オフ設定ができます。

『オン』の状態…発注ボタンをタップし、新規注文が約定
すると同時に設定したpip差で決済注文
が自動発注されます。

『オフ』の状態…新規注文が約定しても決済pip差注文は
発注されません。

※詳細は下記URL『決済pip差注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a01.pdf

全決済注文時において、確認画面を表示させるか
どうかを設定することができます。

※『注文初期値設定』の「全決済注文の確認画面
を表示」とは連動しておりません。

全決済注文を有効にするか選択できます。
OFFにするとボタンを押しても注文されません。

※『注文初期値設定』の「全決済注文ボタンを
有効にする」とは連動しておりません。

タップすると設定画面が表示されます。

http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a01.pdf
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１画面のチャート上からクイック注文の表示、非表示の切替えが可能です。

タップ

＊通信状況によっては、正常に読み込みできず、連動しない場合等もございますので、注文発注時には通貨ペアをよくご確認ください。

誤発注防止のためのロック機能です。
初期画面は「注文しない」が選択されています。
※「注文する」を選択すると発注することができます。

LION FX for iPhone



売注文・買注文の発注ボタンです。
現在レートがリアルタイムに表示されます。

売注文時→ をタップ

買注文時→ をタップ

HiroseTusyo

ワンクリックで売買ができるスピード注文画面です。

クイック注文画面を閉じます。

両建・許容スリップ・Lot数・決済注文
設定状況を確認できます。
タップすると、各種設定画面が開きます。
（次ページにて詳細をご案内）
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売ポジション・買ポジションそれぞれの
Lot数・平均レート・pip損益・評価損益が
一度に確認できます。

売全決済・通貨別全決済・買全決済の発注ボタンです。

通貨別全決済の詳細は、
下記URL 『通貨別全決済注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d07.pdf

売全決済注文・買全決済注文の詳細は、
下記URL 『売全決済注文・買全決済注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a05.pdf

LION FX for iPhone

発注可能Lot数を確認できます。
※事前に設定が必要です。表示方法は、

「注文画面に発注可能数量を表示する」
のマニュアルをご参照ください。
https://hirose-
fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d14.pdf

http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d07.pdf
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a05.pdf
https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_d14.pdf


許容スリップの設定ができます。
入力方法はpip入力です。
入力欄をタップするとキーボードが表示されます。
（例）5銭の場合→50と入力

HiroseTusyo

各種設定を行うことができます。
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【完了】をタップすると、
数値が許容スリップ欄
に反映されます。

両建の有無の設定ができます。

両建なしの状態

両建ありの状態

決済pip差注文のオン・オフ設定ができます。

『オン』の状態…発注ボタンをタップし、新規注文が約定
すると同時に設定したpip差で決済注文
が自動発注されます。

『オフ』の状態…新規注文が約定しても決済pip差注文は
発注されません。

※詳細は下記URL『決済pip差注文』をご参照ください。
http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a01.pdf

全決済注文時において、確認画面を表示させるか
どうかを設定することができます。

※『注文初期値設定』の「全決済注文の確認画面
を表示」とは連動しておりません。

全決済注文を有効にするか選択できます。
OFFにするとボタンを押しても注文されません。

※『注文初期値設定』の「全決済注文ボタンを
有効にする」とは連動しておりません。

タップすると設定画面が表示されます。

Lot数を設定できます。
入力欄をタップするとドラムピッカーが
表示されます。

【完了】をタップすると
数値がＬｏｔ数欄に
反映されます。

Ｌｏｔ数入力の補助機能です。
タップした数値にドラムピッカーがセットされます。
詳細は、『注文初期値設定』をご参照ください。

LION FX for iPhone

http://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_iphone/iphone_a01.pdf


③発注ボタンをタップします。

買注文の場合は をタップします。

売注文の場合は をタップします。
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①チャート画面上の【クイック注文】の【ON】を
タップし、【クイック注文】画面を開きます。

※メニュー画面を表示するには、表示している画面の左上にある をタップしてくだい。

LION FX for iPhone

②【注文する】ボタンをタップします。
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⑤クイック注文画面に戻ります。画面内のポジション数が更新されました。

情報が更新されない場合は、必ず注文履歴または約定履歴をご確認ください。

LION FX for iPhone

④注文が成立すると【○○で成立しました】
とポップアップが表示されます。
【閉じる】をタップします。



③【チャート注文】をタップします。
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※メニュー画面を表示するには、表示している画面の左上にある をタップしてくだい。

LION FX for iPhone

② 【チャート注文ON/OFF表示】をONにします。
画面左上の【＜戻る】をタップします。

①【チャート】画面を開き、画面右上にある
をタップし【共通設定】をタップします。



⑥確認画面が表示されます。
表示されている内容で問題なければ、
【注文実行】をタップします。

※キャンセルする場合は、画面右上の
をタップします。
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④チャート注文が表示されました。
値段軸の価格を上下して
指定レートを設定します。

※【チャート注文】がONになっているのに
表示されない場合は、値段軸をタップ
すると表示されます。

LION FX for iPhone

⑤指定レートを設定したら
「買」、「売」を選択します。
ここでは、「買」を選択します。
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⑦完了するとポップアップが表示されます。
【閉じる】をタップします。

LION FX for iPhone


