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LION Tab mini

①【注文】をタップします。

指定決済-OCO
チャート下部に表示される注文画面から、ポジションを指定してOCO決済画面を表示することができます。

■注文画面からのOCO決済画面表示①

②【指定決済注文】をタップします。

指定決済- OCO



④決済したいポジションのチェックボックスを
タップして、チェックを入れます。
※複数のポジションを選択して
一括で決済注文を発注することもできます。
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LION Tab mini

③表示している通貨ペアの保有ポジションの
一覧が表示されました。

指定決済- OCO

売ポジションの一覧と
買ポジションの一覧を切り替えできます。

■注文画面からのOCO決済画面表示②
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LION Tab mini

⑤ 【決済注文画面】ボタンをタップします。
※【決済Lot数】を変更して、ポジションの
一部のみに決済注文を発注することができます。

■注文画面からのOCO決済画面表示③

指定決済- OCO

⑥決済注文画面が表示されました。
【OCO】タブをタップします。

⑦OCO決済画面が表示されました。
ここからOCO決済を発注できます。
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指定したポジションの詳細情報が表示されます。

LION Tab mini

指定決済- OCO

ポジションの選択画面に戻ります。

決済指定Lot数の確認ができます。
変更したい場合は、ポジションの選択画面に戻ります。

■注文画面からのOCO決済画面表示④

【逆指】または【トレール】のどちらかを設定できます。
【逆指】を設定した場合は、損切の指定レートを入力します。

・売逆指値：現在のBIDレートよりも安い値段を設定
・買逆指値：現在のASKレートよりも高い値段を設定

【トレール】を設定した場合は、トレール幅を入力します。

※pip単位で入力します。
1pip＝小数点以下3桁の通貨ペア…0.001

小数点以下5桁の通貨ペア…0.00001

【指値】が設定されています。
利益確定の指定レートを入力します。

・売指値：現在のBIDレートよりも高い値段を設定
・買指値：現在のASKレートよりも安い値段を設定
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指定決済- OCO

■注文画面からのOCO決済画面表示⑤

【注文確認】ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

※【注文設定】画面で、「注文確認画面の表示）」を「Off」に
設定している場合、【注文確認】ボタンは【注文】ボタンとなり、
タップすると確認画面を表示せずに発注します。

【有効期限】を設定できます。

「GTC」…無期限（成立するまで有効）
「当日」…翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日付」…指定した日の翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日時」…指定した日時まで有効

注文設定画面を表示することができます。
詳細は12ページをご参照ください。
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①ポジションラインの「P」マークが
ある部分をタップします。

②表示している通貨ペアの売ポジションまたは
買ポジション全体の決済注文画面に変わります。
【OCO】タブをタップします。

指定決済- OCO

■ポジションライン（集計）からのOCO決済画面表示①

チャートに表示される合計・平均のポジションラインから、 OCO決済画面を表示することができます。

③OCO決済画面が表示されました。
ここからOCO決済を発注できます。
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指定したポジションの詳細情報が表示されます。
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指定決済- OCO

ポジションの選択画面を表示します。

決済指定Lot数の確認ができます。
変更したい場合は、ポジションの選択画面を表示します。

■ポジションライン（集計）からのOCO決済画面表示②

【逆指】または【トレール】のどちらかを設定できます。
【逆指】を設定した場合は、損切の指定レートを入力します。

・売逆指値：現在のBIDレートよりも安い値段を設定
・買逆指値：現在のASKレートよりも高い値段を設定

【トレール】を設定した場合は、トレール幅を入力します。

※pip単位で入力します。
1pip＝小数点以下3桁の通貨ペア…0.001

小数点以下5桁の通貨ペア…0.00001

【指値】が設定されています。
利益確定の指定レートを入力します。

・売指値：現在のBIDレートよりも高い値段を設定
・買指値：現在のASKレートよりも安い値段を設定
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指定決済- OCO

■ポジションライン（集計）からのOCO決済画面表示③

【注文確認】ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

※【注文設定】画面で、「注文確認画面の表示）」を「Off」に
設定している場合、【注文確認】ボタンは【注文】ボタンとなり、
タップすると確認画面を表示せずに発注します。

【有効期限】を設定できます。

「GTC」…無期限（成立するまで有効）
「当日」…翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日付」…指定した日の翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日時」…指定した日時まで有効

注文設定画面を表示することができます。
詳細は12ページをご参照ください。
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②タップしたポジションの注文画面が表示されます。
【ストリーミング】タブをタップします。

指定決済- OCO

■ポジションライン（すべて）からのOCO決済画面表示①

チャートに表示される個別のポジションラインから、 OCO決済画面を表示することができます。

①ポジションラインの「P」マークが
ある部分をタップします。

③ストリーミング決済画面が表示されました。
ここからストリーミング決済を発注できます。
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指定したポジションの詳細情報が表示されます。

LION Tab mini

指定決済- OCO

指定したポジションの詳細画面を表示します。

決済指定Lot数の変更ができます。

■ポジションライン（すべて）からのOCO決済画面表示②

OCO2は【逆指】または【トレール】のどちらかを設定できます。

【逆指】を設定した場合は、指定レートを入力します。

売逆指値：現在のBIDレートよりも安い値段を設定
買逆指値：現在のASKレートよりも高い値段を設定

【トレール】を設定した場合は、トレール幅を入力します。

※pip単位で入力します。
1pip＝小数点以下3桁の通貨ペア…0.001

小数点以下5桁の通貨ペア…0.00001

OCO1は【指値】が設定されています。指定レートを入力します。

売指値：現在のBIDレートよりも高い値段を設定
買指値：現在のASKレートよりも安い値段を設定
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指定決済- OCO

■ポジションライン（すべて）からのOCO決済画面表示③

【注文確認】ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

※【注文設定】画面で、「注文確認画面の表示）」を「Off」に
設定している場合、【注文確認】ボタンは【注文】ボタンとなり、
タップすると確認画面を表示せずに発注します。

【有効期限】を設定できます。

「GTC」…無期限（成立するまで有効）
「当日」…翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日付」…指定した日の翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日時」…指定した日時まで有効

注文設定画面を表示することができます。
詳細は12ページをご参照ください。
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【注文設定】画面では、【指定決済-OCO】画面の初期値や表示設定等を変更することができます。

LION Tab mini

注文設定画面と決済注文
画面の切り替えができます。

【有効期限】の初期値を
設定できます。

注文成立時の通知音を
鳴らす・鳴らさないが
設定できます。

…鳴らす

…鳴らさない

■注文設定①

指定決済- OCO
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LION Tab mini■注文設定②

指定決済- OCO

OCO決済画面の指定レートやトレール幅の
表示の初期値を設定できます。

…設定する …設定しない

設定すると、指値・逆指では「現在のレート
±指定した値幅（pip）」のレートが表示され、
トレールでは「指定した幅（pip）」が
表示されます。
設定しない場合は、空白で表示されます。

【注文確認】画面の表示・非表示を
設定できます。

…表示 …非表示

非表示にすると、注文画面の【注文確認】
ボタンは、【注文】ボタンに変わり、タップ
すると確認画面を表示せずに発注します。
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OCO決済を発注することができます。

LION Tab mini

②【決済指定Lot数】を確認します。
※ポジションライン（すべて）から決済注文画面を
表示した場合のみ、この画面でLot数の変更ができます。

①決済注文画面で、 【OCO】タブが
選択されていることを確認します。

■指定決済- OCO ①

③決済したいレートを入力します。
※入力したレートをもとに、
「予想損益」が表示されます。

指定決済- OCO
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⑤「逆指」または「トレール」を選択し、
【完了】をタップします。
ここでは、「逆指」を選択します。

④執行条件をタップします。

■指定決済- OCO ②

⑥決済したいレートを入力します。
※入力したレートをもとに、
「予想損益」が表示されます。

指定決済- OCO
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⑧注文の期限を選択します。
ここでは「GTC」を選択しました。

※「GTC」…無期限（成立するまで有効）
「当日」…翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日付」…指定した日の翌営業日ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞまで有効
「日時」…指定した日時まで有効

⑦ 【有効期限】をタップします。

■指定決済- OCO ③

指定決済- OCO
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⑨【注文確認】ボタンをタップします。
※【注文設定】画面で、 「注文確認画面の表示」を
「Off」に設定している場合、【注文確認】ボタンは
【注文】ボタンとなり確認画面を表示せずに注文を発注します。

■指定決済- OCO ④

指定決済- OCO

⑩【注文確認】画面が表示されます。
内容を確認して、【注文】をタップします。
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LION Tab mini■指定決済- OCO ⑤

指定決済- OCO

⑫画面右下の【注文一覧】をタップします。 ⑬発注したOCO決済を確認することができます。⑪「OCO注文を受け付けました。」と表示されます。


