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【チャート】メニューには下記の項目があり、
チャートの追加やテンプレートの管理が出来ます。

■チャートの追加…4ページ
■チャートの追加（テンプレート指定）…67ページ
■テンプレートの管理…70ページ
■LIONチャートPlus+…LIONチャートPlus+の詳細は下記URLよりご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_chartplus/

■さきよみLIONチャート…さきよみLIONチャートの詳細は下記URLよりご参照ください。
https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_e02.pdf

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_chartplus/
https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_e02.pdf


【設定方法】
①取引画面上部の【チャート】をクリックし、表示しているチャートにカーソルを合わせると画面状態の設定一覧が表示されます。
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メニューバーからパネルの画面状態の設定ができます。

拡大
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【チャート】→【チャートの追加】をクリックすると
チャートが表示されます。

新しくチャートを表示したり、チャートの追加ができます。

1枚のタブに、最大20個のチャートを表示できます。

※タブは最大8つまで追加可能です。タブを活用することで、

最大64個のチャートが表示できます。
タブの追加方法の詳細は、「取引画面のカスタマイズ方法」へ

https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_a03.pdf
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通貨ペアを選択できます。（最大50通貨ペアから選択可）
プルダウンの通貨ペアの設定は【My通貨ペア】で設定できます。
※My通貨ペア設定の詳細は、「My通貨設定」へ

①通貨ペア
① ③② ④ ⑤

Tick・10秒足・1分・5分・10分・15分・30分・60分・2時間・4時間・
8時間・12時間・日足・週足・月足から選択できます。

②足種

ローソク(BID)・ローソク(ASK)・ライン(BID)・ライン(ASK)・
BID＆ASK・平均足(BID)・平均足(ASK)から選択できます。

③チャートタイプ

BID・ASK・BID+ASKから選択できます。

④BID/ASK

チャート上の各表示の説明です。

日足・週足・月足は、検索機能が利用できます。指定した日から
最大1000本のチャートが表示されます。

⑤検索機能

①通貨ペア および ②足種の連動機能について
連動機能を設定している複数チャートのうち、いずれかで通貨ペアや
足種を変更すると、連動してほかのチャートも切り替わる機能です。

通貨ペアと足種の選択欄に下図のアイコンが表示されており、
同じ色のアイコンを選択している画面が連動します。
任意のアイコンクリック後、通貨ペアを選択するか、通貨ペアや足種の
選択欄外をクリックして選択欄を閉じることで、設定が適用されます。

通貨ペアは、【クイック注文】画面の通貨ペアとも連動が可能です。

https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_b03.pdf
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クロスラインを合わせたローソクの4本値（始値・高値・安値・
終値）が表示されます。クロスラインを設定していない場合は、
最新の4本値が表示されます。

①過去の4本値

現在レートの位置に水平線が表示されます。
（非表示にもできます。詳細はP.39へ）

②時間足

当日の4本値（始値・高値・安値・終値）が表示されます。

③当日の4本値

スクロールバーをスライドさせると、過去のチャートを確認できます。
左右のボタンでまとまった時間の移動をすることができます。

④スクロールバー、時間移動ボタン

⑤ローソク本数の調節

チャートの表示件数を10本・50本・100本・200本・300本・400本・500本・
600本・700本・800本・900本・1000本から選択できます。
＋－またはマウスホイールを回して10本単位の調節も可能です。

②

チャート上の各表示の説明です。

③ ④ ⑤

①



② チャート画面上でマウスをクリックしたまま移動させると、
上下左右好きな場所にスクロールすることができます。
チャート画面右側の値段軸の目盛幅は固定されます。
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チャートを上下左右自由に動かすことができます。

③ をクリックすると、左右のみのスクロールに戻ります。

チャートの高値・安値に合わせて値段軸が自動的に調整されます。

③

① チャート画面左側の をクリックします。

③

②

①



チャートの2時間～12時間足の開始基準を、【0時基準】・【NYCL基準】から設定できます。

※時間足チャートの基準を変更すると、トレンドラインの表示足が意図せず変わる場合があります。ご注意ください。
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チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。

「注文＆動作設定」を選択すると、注文＆動作設定画面が表示されます。「チャート設定」を選択するとチャート設定画面が表示されます。

０時基準

0時基準の開始となります。

NYCL基準

ニューヨーククローズ基準（米国標準時間採用時：午前7時、米国夏時間採用時：午前6時）の開始となります。

1 2

1

2
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チャート画面右上の から、チャート上での各設定画面を呼びだすことができます。

■クロスライン…11ページ
■トレンドラインモード…21ページ
■テクニカル設定…37ページ
■値段軸スケール設定…52-ページ
■各種表示ON/OFF設定…57ページ
■コメント・アラート一覧…55ページ
■クロスライン同期モード…12ページ
■トレンドライン設定…17ページ
■テンプレートを適用…72ページ
■テンプレートとして保存…66ページ
■チャートを印刷…63ページ
■CSVに出力…63ページ

■チャートデザイン設定…41ページ
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チャートを、取引画面から独立して表示できます。

切り離したチャート画面右上の をクリック→
「取引画面内ウィンドウ」をクリックすると、取引画面内に戻ります。

チャート画面右上の をクリック→
「分離ウィンドウ」をクリックすると、取引画面から切り離せます。



クロスラインを表示できます。
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クロスラインの縦軸の4本値が表示されます

チャート画面左側の1番目のアイコン をクリックすると、【クロスライン】が表示されます。
もう一度クリックすると非表示になります。



省略

複数のチャートのクロスラインを同時に動かすことができます。
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チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。

「クロスライン同期モード」を選択すると、全てのチャート画面のクロスラインが連動して動きます。
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チャートから注文ができます。

チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。

「買注文・売注文・○○で買う・○○で売る」のいずれかをクリックすると、

注文画面が表示されます。※○○は、右クリックした場所のレートです。

注文方法の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル「注文するには？」をご参照ください。

「買注文」・「売注文」をクリックすると、

成行注文の画面が表示されます。

「○○で買う」・「○○で売る」をクリックすると、

指値・逆指値注文の画面が表示されます。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/a/01.html

※ チャートからの注文変更・決済注文の方法の詳細は、57ページへ。

http://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/a/01.html
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文字サイズや色などを選択して、コメントを入力し、

【登録】をクリックします。 コメントが表示されました。

コメントの上で左クリックしながらマウスを動かすと

コメントの位置を移動できます。

チャート上にコメントを入力できます。

チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。【コメントを入力】をクリックすると、「コメント登録ダイアログ」が表示されます。

※コメントをダブルクリックすると、一覧画面が開きます。
一覧画面の詳細は、55ページへ

アイコンも表示できます。
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②BID・ASKを選択し、希望のレートを入力後、
【登録】ボタンをクリックします。

③アラートマーク が表示されました。
設定したレートに達すると、音とポップアップでお知らせします。

チャート上にアラートを設定できます。

①チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。【○○にアラート】をクリックすると、

「アラート登録ダイアログ」が表示されます。※○○は、右クリックした場所のレートです。

※アイコンをダブルクリックすると、一覧画面が開きます。
一覧画面の詳細は、56ページへ。

※アイコンをドラッグすることでアラートの値段の変更が可能です。
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②メニューが表示されます。
【アラート削除】をクリックすると、選択したアラートが削除されます。

チャート上に表示したアラートを削除できます。

①チャート上のアラートアイコンを右クリックします。

右クリック



トレンドラインの初期値や描画方法を設定することができます。
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チャート上で右クリックすると、メニューが表示されます。

「注文＆動作設定」をクリック→表示された設定画面から「トレンドライン設定」をクリックすると、

トレンドライン設定画面が表示されます。
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3

4

1

2

4

5

「直線」の始点と終点の線の延長や線種を設定することができます。

「水平線」「垂直線」のレートや日時といったラベルの表示位置を
設定することができます。

トレンドラインは最大75本まで引くことができます。
76本目を引いた際、自動的に削除する方法を設
定することができます。
【何もしない】を選択した場合は、76本目を引いた
際に下記メッセージが表示され、削除の方法を
選択することが可能です。

既定値の を外すと任意のフィボナッチレベルの表示を
設定することができます。
各レベルのレートを表示「する/しない」の設定や
レートの表示位置を設定することができます。

1

2

5

3 「四角」のpips（値幅）とローソク足の本数の表示方法を

設定することができます。
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各線ごとに表示する足種を設定することができます。

「すべての足種」・・・
ラインを引くとすべての足種に表示されます。

「描画した足種のみ」・・・
ラインを引いた足種だけに表示され、
他の足種には表示されません。

「描画した足種以下すべて」・・・
ラインを引いた足種と、
それよりも短い時間の足種のみ表示されます。
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チャート画面左側のアイコンで、様々なチャート機能を利用できます。

クロスラインの表示

トレンドラインの描画

テクニカル設定

チャートデザイン設定

値段軸スケール設定

コメント、アラートの編集

チャート表示設定

チャートの印刷

チャートデータの保存

…11ページ

…21ページ

…37ページ

…41ページ

…52ページ

…55ページ

…57ページ

…63ページ

…63ページ
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トレンドラインの描画ができます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

のアイコンをクリックし、
平行にコピーしたいトレンドラインを
クリックしたままカーソルを動かすと平行線が引けます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。

のアイコンをクリックし、

トレンドラインを引くと、ローソク足のひげの
部分にぴったりくっつけたラインが引けます。
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トレンドラインの描画ができます。

のアイコンをクリックし、
チャート上をクリックしたまま
カーソルを動かすと、直線が引けます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

のアイコンをクリックし、
チャート上でクリックすると、
水平線が引けます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。

のアイコンをクリックし、
チャート上でクリックすると、
垂直線が引けます。

のアイコンをクリックし、チャート上で
ドラッグ＆ドロップ（クリックしたまま始点
から終点に線を引きクリックを離す）
すると、四角線が引けます。
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トレンドラインの描画ができます。
のアイコンをクリックし、チャート上を

クリック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が引けます。

のアイコンをクリックし、チャート上を
クリックしたままカーソルを動かすと、
フィボナッチファンが引けます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。

のアイコンをクリックし、チャート上をクリックしたまま
カーソルを動かすと、フィボナッチエクスパンションが引けます。
をクリックし、引いたラインを選択するとラインの長さや

位置の編集ができます。



チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。
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描画したトレンドラインの編集・削除ができます。

をクリックし、描画したトレンドラインを
選択すると、移動や編集ができます。
Shiftキーを押しながらラインを選択すると平行に
トレンドラインが移動できます。

をクリックし、描画したトレンドラインをクリックすると、
トレンドラインを削除できます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。

をクリックすると、描画した
トレンドラインを全て消去します。
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描画したトレンドラインの編集・削除ができます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。

をクリックすると【トレンドライン設定】の画面が表示されます。
描画したトレンドラインにカーソルを合わせてクリックすると、

選択したトレンドラインの「色」「太さ」「線種」「表示先の足種選択」「線の延長」「既定値の変更」等の
設定ができます。（各種設定については次ページ参照）



HiroseTusyo 26

【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

色を変更することができます。

ラインの太さを変更することができます。
1～10まで設定可能です。

線種を変更することができます。
「通常線」「点線」「一点鎖線」から選択できます。

【標準設定】

1

2

3

1

2 3



「すべての足種に表示」のチェックが外れている場合、
「表示先の足種選択」でチェックが入っている足種のみ
にトレンドラインが表示されます。
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1

2

3

【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

【表示設定】

1

2

3

「下記の足種」を押すと、チェックが入っている足種にのみ
トレンドラインが表示されます。

「すべての足種」を押すと、すべての足種にトレンドラインが表示されます。

「選択を反転」を押すと、チェックが入っている足種が反転します。
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1

2

3

4

選択している直線の始点・終点それぞれの日時を表示します。直接入力して変更することができます。

選択している直線の始点・終点それぞれのレートを表示します。直接入力して変更することができます。

選択している直線の始点・終点それぞれの線を延長することができます。

延長している線の線種を変更することができます。「通常線」「点線」「一点鎖線」から選択できます。

【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

【直線】

1

2

3 4
1

2

3 4
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【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

1
2

1
2

1
2

1
2

【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

選択している水平線のレートを表示します。直接入力して変更することができます。

水平線を表示しているレートのラベル表示位置を変更することができます。

選択している垂直線の日時を表示します。直接入力して変更することができます。

垂直線を表示している時間のラベル表示位置を変更することができます。

【水平線】

【垂直線】



HiroseTusyo 30

【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

1
2

3

1

2

3

選択している線の始点・終点それぞれの日時を表示します。直接入力して変更することができます。

選択している線の始点・終点それぞれのレートを表示します。直接入力して変更することができます。

選択している線のpips(値幅)とローソク足の本数の表示方法を変更することができます。

【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

【四角】

1
2
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【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

1
2

3

4

1

2

3

4

選択している線の始点・終点それぞれの日時を表示します。
直接入力して変更することができます。

選択している線の始点・終点それぞれのレートを表示します。
直接入力して変更することができます。

「既定値」にチェックが入っていると既定値のラインが表示されます。
「既定値」にチェックが入っていない場合、
チェックが入っている値のみのラインが表示されます。

各レベル（％）のレートを表示する時にレートの表示位置を
変更することができます。

【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

【フィボナッチリトレースメント】

1
2
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【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

1

2

3

4

1

2

3

選択している線の始点・中点・終点それぞれの日時を表示します。
直接入力して変更することができます。

選択している線の始点・中点・終点それぞれのレートを表示します。
直接入力して変更することができます。

「既定値」にチェックが入っていると既定値のラインが表示されます。
「既定値」にチェックが入っていない場合、
チェックが入っている値のみのラインが表示されます。

【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

【フィボナッチエクスパンション】

4 各レベル（％）のレートを表示する時にレートの表示位置を
変更することができます。

1

2

1

2
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【トレンドライン設定】で各種設定をすることができます。

1
2

3

4

1

2

3

4

選択している線の始点・終点それぞれの日時を表示します。
直接入力して変更することができます。

選択している線の始点・終点それぞれのレートを表示します。
直接入力して変更することができます。

「既定値」にチェックが入っていると既定値のラインが表示されます。
「既定値」にチェックが入っていない場合、
チェックが入っている値のみのラインが表示されます。

各レベル（％）をライン上に表示する設定ができます。

【詳細設定】トレンドラインの種類によって、設定できる内容が異なります。

【フィボナッチファン】

1
2
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ここでトレンドラインの線の色を選択できます。

クリックするとカラーパレットが表示され、
固定色以外の色も選べます。

描画するトレンドラインの色の設定ができます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを押しながら
ラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。
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描画するトレンドラインの設定（線の太さ、線の種類）ができます。

で描画するトレンドラインの太さを設定できます。

をクリックすると線の種類を設定できます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。

※トレンドラインツールを開いている状態でShiftキーを
押しながらラインを選択するだけでトレンドラインの移動ができます。



をクリックすると「トレンドラインツール」が
チャート画面から独立して表示されます。
チャート画面が複数ある場合、
独立したトレンドラインツール1つで、
表示している全てのチャート画面に機能します。
画面を閉じるには または をクリックします。
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トレンドラインツールの表示設定ができます。

チャート画面左側の2番目のアイコン をクリックすると、
「トレンドラインツール」の画面が表示されます。



HiroseTusyo 37

チャートの配色やテクニカル指標の設定ができます。

チャート画面左側の3番目のアイコン をクリックすると、「テクニカル設定」の画面が表示されます。

チャート上に表示されるテクニカル指標を設定できます。38ページ①チャート上のテクニカル指標

チャート下部に表示されるテクニカル指標を設定できます。下部テクニカルは8つまで表示できます。39ページ②下部テクニカル

保存しているテンプレートのテクニカル設定を

反映させることができます。
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表示させたいテクニカルにチェックを入れると、表示することができます。
テクニカル名をクリックすると、右側に選択したテクニカルの設定項目が表示されます。
必要な項目にチェックをつけ数値を入力します。また、色や線の種類など、その他設定も変更できます。

チャート上に表示されるテクニカル指標を設定できます。

設定の変更後、【適用】ボタンをクリックするとチャートに反映されます。
【決定】ボタンをクリックすると「テクニカル設定」画面は閉じます。

単純移動平均が表示されました。

各テクニカル指標の詳細な内容は、下記URLをご参照ください。
https://hirose-fx.co.jp/category/market/tec/

https://hirose-fx.co.jp/category/market/tec/
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チャートの下部に表示されるテクニカル指標を、8つまで設定できます。

チャート下部にMACDが表示されました。

各テクニカル指標の詳細な内容は、下記URLをご参照ください。
https://hirose-fx.co.jp/category/market/tec/

設定の変更後、【適用】ボタンをクリックするとチャートに反映されます。
【決定】ボタンをクリックすると「テクニカル設定」画面は閉じます。

表示させたいテクニカルにチェックを入れると、表示することができます。
テクニカル名をクリックすると、右側に選択した下部テクニカルの設定項目が表示されます。
必要な項目にチェックをつけ数値を入力します。また、色や線の種類など、その他設定も変更できます。

http://hirose-fx.co.jp/category/market/tec/
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表示中のテクニカル指標のパラメータ情報が確認できます。

※テクニカル名をクリックすると「テクニカル設定」画面が表示されます。
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チャートの画面の各配色の設定ができます。

全体設定…43ページ
チャート…44ページ
詳細設定…45-50ページ
チャート表示設定…51ページ

保存しているテンプレートのチャートデザイン設定を反映させることができます。

変更した設定が保存されます。

設定の変更はキャンセルされます。

変更した設定が画面に反映されます。

チャート画面左側の4番目のアイコン をクリックすると、「チャートデザイン設定」の画面が表示されます。
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画面右側に表示されている各項目の右側にある色のついた
アイコンをクリックします。

【カラー選択】画面が表示されます。
この画面で色の変更ができます。
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チャート画面の背景や目盛線の色や線種の設定ができます。

背景色・目盛線が変更されました。

各目盛線の右側にあるチェックを外すと、
目盛線が非表示になります。

各項目のプルダウンを
クリックすると、
線の種類が選択できます。
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ローソク足の設定が変更されました。

ローソク足や、チャートのライン線、転換点表示、現在レート線の色や線種の設定ができます。

各項目のプルダウンを
クリックすると、
線の種類が選択できます。

各アイコンの右側にあるチェックを外すと、
塗りつぶしの色が非表示になります。
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チャート画面内の文字の色やサイズ、その他詳細な色の設定ができます。
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ポジション 決済注文 買 平均約定価格

新規注文 決済注文（トリガー） 売 平均約定価格

新規注文（トリガー） トリガーレート
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各アイコンの左側にあるチェックを外すと、
アイコンが非表示になります。
右側の色をクリックすると色の設定ができます。

各線の左側にあるチェックを外すと、
線が非表示になります。
右側の色をクリックすると色の設定ができます。

各項目のプルダウンをクリックすると、
線の種類を変更することができます。

ポジション、注文等のアイコンや線の表示/非表示、色、線種の設定ができます。
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初期設定の状態では【自動】にチェックが入っています。【固定】にチェックを入れ、
上限と下限のレートを入力し【決定】をクリックすると値段軸の表示幅を固定できます。

【自動】を選択した場合は、チャートの高値・安値に合わせて値段軸が自動的に変更されます。
【固定】を選択した場合は、上限・下限をお好みの数値にすることができます。
【現在の状態を取得】をクリックすると、現在の値段軸の上限と下限が数値に入力されます。

指定したレートで値段軸スケールの設定ができます。

チャート画面左側の5つ目のアイコン をクリックすると、
「値段軸スケールの設定」の画面が表示されます。
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現在レートを基準にpip差で値段軸スケールの設定ができます。

チャート画面左側の5つ目のアイコン をクリックすると、
「値段軸スケールの設定」の画面が表示されます。

初期設定は【500pips】に設定されています。
上と下のpip差を入力し【決定】をクリックすると、現在レートを基準に設定したpip差幅で表示されます。
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【自動】を選択した場合は、チャートの高値・安値に合わせて値段軸が自動的に変更されます。
【固定】を選択した場合は、目盛幅をお好みの数値にすることができます。

目盛幅設定（pip単位）の設定ができます。

初期設定の状態では【自動】にチェックが入っています。
【固定】にチェックを入れ、目盛幅を入力し【決定】をクリックすると目盛幅を設定できます。

チャート画面左側の5つ目のアイコン をクリックすると、
「値段軸スケールの設定」の画面が表示されます。



登録したコメントの一覧が表示され、内容の変更・削除ができます。
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コメント一覧のタブを選択し、編集したいコメントを

クリックすると、色が変わります。
【編集】をクリックすると、コメントの内容を編集できます。

【削除】でコメントを削除できます。

チャート画面左側の6番目のアイコン をクリックすると、「コメント・アラート一覧」の画面が表示されます。

「コメント一覧」、「アラート一覧」のタブを切り替えることで、それぞれの編集が可能です。

※コメントの登録方法の詳細は、14ページへ。



登録したアラートの一覧が表示され、内容の変更・削除ができます。
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【編集】をクリックすると、アラートの内容を編集できます。

【削除】でアラートを削除できます。【有効】・【無効】で

アラートの状態の切り替えができます。

アラート一覧のタブを選択し、編集したい

アラートをクリックすると、色が変わります。

※アラートの登録方法の詳細は、15ページへ。

チャート画面左側の6番目のアイコン をクリックすると、「コメント・アラート一覧」の画面が表示されます。

「コメント一覧」、「アラート一覧」のタブを切り替えることで、それぞれの編集が可能です。
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チャートの表示設定ができます。

■コメント表示/アラート表示…登録したコメント、アラートの表示・非表示を選択できます。
コメント、アラートの登録方法は14ページ 一覧画面の詳細は55ページ

■ポジション表示/新規注文表示/決済注文表示…保有ポジション、新規注文、決済注文をアイコンとラインで表示できます。
ポジション表示は58ページ 新規注文、決済注文は59ページ

■転換点価格表示…転換点価格の表示・非表示を選択できます。60ページ
■転換点アラート表示…転換点が表示されたら音やメッセージでお知らせできます。60ページ
■現在レート表示…現在レートのラインを表示できます。61ページ
■平均約定価格表示…保有ポジションの売買別の平均約定価格とラインを表示できます。62ページ

チャート画面左側の7番目のアイコン をクリックすると、「チャート表示設定」の画面が表示されます。

それぞれの項目にチェックを入れ、【決定】をクリックするとチャート上に表示されます。

チャート上で右クリックしても「チャート表示設定」画面を出すことができます。
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チャート上に表示されるアイコンです。Lot数が真ん中に表示されます。

チャート上に保有ポジションの情報が表示できます。

表示させるとチャート上でポジションの決済ができます。

決済注文方法の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル
「チャートからポジションの決済や、注文の変更はできますか？」をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/06.html

※アイコンをドラッグすることで
アイコンの位置の変更が可能です。

「チャート表示設定」で【ポジション表示】にチェックを入れ、
【決定】をクリックすると、チャート上にアイコンが表示されます。

アイコンを右クリックすると、
チャート上で決済ができます。

http://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/06.html
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「チャート表示設定」で【新規注文表示】または 【決済注文表示】にチェックを入れ、【決定】をクリックすると、
チャート上にアイコンが表示されます。 例）のような注文をした場合、チャート上では下図のように表示されます。

売りの指値決済注文

買いの新規注文

売りの逆指値決済注文

アイコンをスライドさせると、チャート上で
注文内容の変更ができます。

チャート上に表示されるアイコンです。Lot数が真ん中に表示されます。

チャート上に新規注文・決済注文の情報が表示できます。

例）USD/JPY
注文（ＩＦ）
売買：買い
執行条件：指値
レート：109.900

注文（ＯＣＯ１）
売買：売り
執行条件：指値
レート：110.200

売買：売り
注文（ＯＣＯ１）
執行条件：逆指値
レート：109.700

表示させると、チャート上で注文内容の変更ができます。

※アイコンをドラッグすることでアイコンの位置の変更が可能です。



HiroseTusyo 60

高値の転換点

安値の転換点

転換点のレートを表示できます。

「チャート表示設定」で【転換点価格表示】に
チェックを入れ、【決定】をクリックすると、
チャート上に転換点が表示されます。

※アラート通知の設定を【音+メッセージ】・【音のみ】から選択できます。
設定方法は、下記URLの『注文&動作設定（18ページ目）』をご参照ください。
https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_b01.pdf

転換点が表示されると、アラート音やメッセージで表示できます。

【転換点アラート表示】にチェックを入れて
いると転換点が表示されるとアラート音や
メッセージでお知らせしてくれます。

※アラート通知は、チャートが表示されているときのみメッセージが表示されます。
※ローソク足1本につき、表示されるアラートは1回のみです。
※表示されるメッセージは最大20枚までとなります。

https://hirose-fx.co.jp/pdf/lion_mac/mac_b01.pdf
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線の色や種類を変える場合は、「チャートデザイン設定」画面で

【チャート】を選択して変更できます。44ページ

チャート上に現在レート線を表示できます。

「チャート表示設定」で【現在レート表示】にチェックを入れ、
【決定】をクリックすると、現在レート線が表示されます。

※初期設定では、【現在レート表示】には、チェックが入っています。
非表示にしたい時は、チェックを外してください。
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線の色や種類を変える場合は、「チャートデザイン設定」画面で

【チャート表示設定】を選択して変更できます。51ページ

保有ポジションの売買別の平均約定価格とラインを表示できます。

「チャート表示設定」で【平均約定価格表示】にチェックを入れ、
【決定】をクリックすると、売買別の平均約定価格とラインが表示されます。

※ドラッグ＆ドロップで表示場所を変更できます。



チャートの印刷や、チャートデータのダウンロードができます。
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チャート画面左側の8番目のアイコン を
クリックすると、印刷画面が表示されます。

【プリント】をクリックすると、表示中の
チャートの画像を印刷できます。

任意のファイル名を入力して、【保存】をクリックすると、
チャートデータをCSVでダウンロードできます。
テクニカルを設定している場合は、ローソクの4本値と
テクニカル指標の数値もダウンロードできます。

チャート画面左側の9番目のアイコン を
クリックすると、保存画面が表示されます。
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今みているチャートと同じ設定のチャートをコピーして表示することができます。

コピーしたいチャートの画面上で右クリックします。

【チャートを複製】をクリックします。

右クリック



HiroseTusyo 65

同じ設定のチャートが表示されました。
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自分で設定したチャートをテンプレートとして保存することができます。

→【テンプレートとして保存】をクリックします。

【保存名】にチャートの名前を入力し、【保存】をクリックします。
保存したチャートは、取引画面上部にある
【チャート】→【テンプレート管理】で確認することができます。

保存方法の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル「チャートの設定を保存したい」をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html

http://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html
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テンプレートを使ってチャートを開くことができます。
テンプレートは【固定テンプレート】と【ユーザーテンプレート】の2つのフォルダに分かれています。

・【固定テンプレート】 →最初から登録されているテンプレート
・【ユーザーテンプレート】→お客様が設定・保存したテンプレート
・【最後に閉じたチャート】→ログインした後、最後に閉じたチャートのテンプレート（ログアウトすると消去されます）

【新規チャートを開く】画面が表示されます。
取引画面上部【チャート】→
【チャートの追加（テンプレート指定）】をクリックします。
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【チャートを開く】をクリックすると、指定したテンプレートのチャートが開きました。

テンプレート名の上でクリックすると、そのテンプレートの設定内容が画面下部に表示されます。

「チャートの追加（テンプレート指定）」の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル「チャートの設定を保存したい」をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html
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【チャートを開く】をクリックすると、消したチャートを開くことができます。

今まで見ていたチャートを消してしまったとき等は【最後に閉じたチャート】をクリックします。
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保存したテンプレートの名前を変更したり削除することができます。

取引画面上部【チャート】→【テンプレートの管理】をクリックします。

【テンプレート管理】画面が開きました。
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指定したテンプレートの名前を変えたり、表示位置を並べ替えることができます。
「デフォルトにする」をクリックすると、保存した設定が初期設定に戻ります。

「テンプレートの削除」の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル「チャートの設定を保存したい」をご参照ください。

【削除】をクリックすると、指定したテンプレートが削除されます。

変更・削除したいテンプレート名をクリックします。

指定したテンプレートの設定内容が画面下部に表示されます。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html

http://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html


保存したチャートのテンプレートを反映させることができます。
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→【テンプレートを適用】をクリックします。 【テンプレートを適用】画面が表示されます。
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テンプレート名の上でクリックすると、そのテンプレートの設定内容が画面下部に表示されます。

【チャートを開く】をクリックすると、指定したテンプレートのチャートが開きました。

「テンプレートを適用」の詳細は下記URLより
▶ LION FXムービーマニュアル「チャートの設定を保存したい」をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html

http://hirose-fx.co.jp/movie/lion_net/category/b/12.html


HiroseTusyo 74

設定したチャートを別のパソコンに移すことができます。

チャート画面右上 をクリックし、メニュー一覧を表示します。
※チャート上で右クリックでもメニュー一覧を表示できます。

【テンプレートをエクスポート】をクリックします。

名前を入力し、保存場所を設定して、
【保存】をクリックします。
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【閉じる】をクリックします。

チャートのファイルが、パソコンに保存されました。
ここではデスクトップを選択して保存したので、デスクトップ画面に表示されました。
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テンプレートをエクスポートしたチャートを別のパソコンへ移行するには、事前に下記の作業が必要です。
・エクスポートしたチャートのファイルを、移行先のパソコンに移動する。（メール添付やUSBメモリなどで移動が可能です。）
・移行先のパソコンで、Mac専用アプリのダウンロードおよびログインを済ませておく。

チャート画面右上 をクリックし、メニュー一覧を表示します。
※チャート上で右クリックでもメニュー一覧を表示できます。

【テンプレートをインポート】をクリックします。
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【閉じる】をクリックします。

インポートしたチャートが表示されました。
【閉じる】をクリックします。

元のパソコンから移動したファイルを選択し、
【開く】をクリックします。
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当社に対するご意見・ご質問・ご要望などがございましたら、
下記の連絡先にて、お気軽にご連絡ください。

▶電話でのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-63-0727
一般電話：06-6534-0708

（お客様からのご意見、ご要望にお応えできるように、お電話を録音させていただくことがあります。）

▶FAXでのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-34-0709
FAX番号：06-6534-0709

▶E-mailでのお問い合わせ
E-mail: info@hirose-fx.co.jp

▶お問い合わせフォームでのお問い合わせ
https://hirose-fx.co.jp/form/contact/ 

https://hirose-fx.co.jp/form/contact/
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