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※アンダーラインを引いている部分が今回改訂される箇所になります。 

    

改訂改訂改訂改訂書面書面書面書面：「パートナーズ：「パートナーズ：「パートナーズ：「パートナーズ FXFXFXFX 取引ガイド」取引ガイド」取引ガイド」取引ガイド」    

改訂日改訂日改訂日改訂日    ：平成：平成：平成：平成 22227777 年年年年 8888 月月月月 22222222 日改訂日改訂日改訂日改訂    

旧旧旧旧    新新新新    

    

Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要    

4. 4. 4. 4. 売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行    

（3）注文の手続 

（ア）注文形態 

 パートナーズＦＸでは以下の注文が行えます。 

●ストリーミング注文 ●AS ストリーミング注文 ●成行注文（モバイ

ルのみ） ●シングルリーブオーダー（指値注文・逆指値注文） ●ＯＣ

Ｏ注文 ●ＩＦＤＯＮＥ注文 ●ＩＦ-ＯＣＯ注文 ●一括決済注文 （通貨

ペアごとの一括決済と通貨ペアごとの売買別の一括決済。） ●全決

済注文 ●トレール注文 ●時限成行注文 ●連続予約注文 ※すべ

ての注文は値動きおよび発注数量により制限を受けることがありま

す。  

○ストリーミング注文 

リアルタイムで提示されているレートを任意のタイミングでクリックある

いはタップすることにより発注される注文方法で、お客様が注文時に

画面上でクリックあるいはタップしたレートが注文レートとして発注され

ます。 

ウェブブラウザおよびＰＣ専用アプリケーションでの注文の場合、当該

レートにてスリッページすることなく約定します。 

モバイル専用アプリケーションでのご注文の場合、通信時間の関係

上、スリッページが発生する場合があります。お客様が注文時にスリ

ッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レート

と、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した

許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで

約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、

お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで

約定し、不利なレートの場合には失効します。以上の仕組みから、お

客様の注文時に画面に表示されているレートと実際の約定レートとの

間に差が生じる可能性があり、当該差は、お客様にとって有利な場合

もあれば不利な場合もあります。 

当注文は取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約

定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じることの

できる数量を超えて当社が受注した場合、お客様の注文が失効とな

る場合があります。また、当社の取引システムにおいては、注文の種

類による優先順位はなく、発生順に処理を行います。 

○AS ストリーミング注文 

AS とは AutoSelect(オートセレクト)の略称で、当社システムが自動的

に新規・決済の判断を行い、決済の場合には 4 種類の決済方式の中

からお客様が事前に指定された方式により決済建玉をシステムが自

動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミ

ング注文と同様になります。 

○成行注文 

注文レートを指定せずに注文を出す方法です。お客様の注文を当社

システムで受け付けた順に執行します。約定価格は、実際にお客様

の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートを

もって約定します。当注文は、お客様の発注時に取引画面に表示さ

れているレートと実際の約定レートとの間に価格差が生じる場合があ

ります。当該価格差は、お客様の端末と当社のシステムの間の通信

および当社システムがお客様の注文を受け付けた後の約定処理に要

する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差はお客様にと

って有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。当注文はお

客様からの発注はモバイル端末のみから可能です。また、9.（5）追加

証拠金および 11.自動決済における建玉決済は当該注文にて執行い

たします。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様

    

Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要    

4. 4. 4. 4. 売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行    

（3）注文の手続 

（ア）注文形態 

 パートナーズＦＸでは以下の注文が行えます。 

●ストリーミング注文 ●AS ストリーミング注文 ●成行注文（モバイ

ルのみ） ●シングルリーブオーダー（指値注文・逆指値注文） ●ＯＣ

Ｏ注文 ●ＩＦＤＯＮＥ注文 ●ＩＦ-ＯＣＯ注文 ●一括決済注文 （通貨

ペアごとの一括決済と通貨ペアごとの売買別の一括決済。） ●全決

済注文 ●トレール注文 ●時限成行注文 ●連続予約注文 ●自動

売買 ※すべての注文は値動きおよび発注数量により制限を受ける

ことがあります。 

○ストリーミング注文 

リアルタイムで提示されているレートを任意のタイミングでクリックある

いはタップすることにより発注される注文方法で、お客様が注文時に

画面上でクリックあるいはタップしたレートが注文レートとして発注され

ます。 

ウェブブラウザおよびＰＣ専用アプリケーションでの注文の場合、当該

レートにてスリッページすることなく約定します。 

モバイル専用アプリケーションでのご注文の場合、通信時間の関係

上、スリッページが発生する場合があります。お客様が注文時にスリ

ッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レート

と、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した

許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで

約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、

お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで

約定し、不利なレートの場合には失効します。以上の仕組みから、お

客様の注文時に画面に表示されているレートと実際の約定レートとの

間に差が生じる可能性があり、当該差は、お客様にとって有利な場合

もあれば不利な場合もあります。 

当注文は取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約

定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じることの

できる数量を超えて当社が受注した場合、お客様の注文が失効とな

る場合があります。また、当社の取引システムにおいては、注文の種

類による優先順位はなく、発生順に処理を行います。 

○AS ストリーミング注文 

AS とは AutoSelect(オートセレクト)の略称で、当社システムが自動的

に新規・決済の判断を行い、決済の場合には 4 種類の決済方式の中

からお客様が事前に指定された方式により決済建玉をシステムが自

動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミ

ング注文と同様になります。 

○成行注文 

注文レートを指定せずに注文を出す方法です。お客様の注文を当社

システムで受け付けた順に執行します。約定価格は、実際にお客様

の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートを

もって約定します。当注文は、お客様の発注時に取引画面に表示さ

れているレートと実際の約定レートとの間に価格差が生じる場合があ

ります。当該価格差は、お客様の端末と当社のシステムの間の通信

および当社システムがお客様の注文を受け付けた後の約定処理に要

する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差はお客様にと

って有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。当注文はお

客様からの発注はモバイル端末のみから可能です。また、9.（5）追加

証拠金および 11.自動決済における建玉決済は当該注文にて執行い

たします。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様
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になります。 

○AS 成行注文 

成行注文にASの機能を追加した注文方法になります。当注文はお客

様からの発注はモバイル端末のみから可能です。 

○指値注文・逆指値注文 

・指値注文 

お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時

のレートよりも有利な条件になります。買い注文は発注時のレートより

安く、売り注文は発注時のレートより高いレートの指定になります。当

社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定し

たレート以下、売り注文の場合はお客様が指定したレート以上となっ

た時点で、お客様が指定したレートにて約定します。ただし、月曜日の

営業開始時につきましては、取引開始時の配信レートにて約定します

ので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合

があります。当注文は、他の注文との優先順位はなく、発生順に処理

を行います。当注文は上述の条件で執行されるか、取り消されるまで

失効しません。当注文は、システムメンテナンス中を除き、取引時間

外に発注することも可能です。 

・逆指値注文 

お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時

のレートよりも不利な条件になります。買い注文は発注時のレートより

高く、売り注文は発注時のレートより安いレートの指定になります。当

注文は、お客様が指定した注文レートでの約定を保証するものではあ

りません。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客

様が指定したレート以上、売り注文の場合はお客様が指定したレート

以下になったときに、当該配信されたレートで約定しますので、相場の

状況によっては、約定レートがお客様の指定したレートに比べて不利

になる場合があります。その他の約定方法等につきましては指値注

文と同様となります。 

○OCO注文 

2つの指値（逆指値）を同時に出し、どちらかが成立したらもう片方を

自動的に取消しにする注文方法です。 

○IF-DONE注文 

順番を決めた 2つの指値（逆指値）を同時に出す注文です。最初は一

次注文だけが有効であり、これが成立した場合に二次注文が有効に

なります。 

○IF-OCO注文 

IF-DONE注文と OCO注文を組み合わせた注文方法です。一次注文

の指値（逆指値）が成立すると、二次注文の OCOが有効になります。 

○全決済注文 

保有するすべての未決済建玉を通貨ペアにかかわらず、成行注文に

て一度の操作で決済する注文です。一度の操作で決済できますの

で、相場急変時にも時間をかけずに複数の建玉を決済できます。全

決済注文は成行注文ですのでお客様が発注した時のレートで約定す

るとは限りません。なお、全決済注文での取引数量の上限は当社が

別途定めるものとします。上限を超える通貨ペアがある場合、全決済

注文はお受けできません。 

○一括決済注文 

指定する通貨ペアごとに、売り・買いそれぞれ、または両方の建玉の

すべてを、成行注文にて一度の操作で決済する注文です。なお、売

り・買い、または両方の建玉すべてが全決済注文の取引数量の上限

を超えている場合、一括決済注文はお受けできません。 

○トレール注文 

  レートの変動に応じて注文レートを追従（トレール）させ、トレール

開始後の高値または安値から反転し、指定した値幅（トレール幅）以

上不利な方向へ進んだ際に成行注文が執行される注文方法です。ト

レール注文は数秒間隔での監視によりトレール価格（成行注文が執

行される価格）の変更の判断および成行注文発注の判断が行われま

す。トレール価格の追従は、監視時点において、トレール価格が１pip

以上変動する場合に行われますので、実際のレートの高値・安値から

計算されたトレール価格よりも実際のトレール価格が不利になる場合

になります。 

○AS 成行注文 

成行注文にASの機能を追加した注文方法になります。当注文はお客

様からの発注はモバイル端末のみから可能です。 

○指値注文・逆指値注文 

・指値注文 

お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時

のレートよりも有利な条件になります。買い注文は発注時のレートより

安く、売り注文は発注時のレートより高いレートの指定になります。当

社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定し

たレート以下、売り注文の場合はお客様が指定したレート以上となっ

た時点で、お客様が指定したレートにて約定します。ただし、月曜日の

営業開始時につきましては、取引開始時の配信レートにて約定します

ので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合

があります。当注文は、他の注文との優先順位はなく、発生順に処理

を行います。当注文は上述の条件で執行されるか、取り消されるまで

失効しません。当注文は、システムメンテナンス中を除き、取引時間

外に発注することも可能です。 

・逆指値注文 

お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時

のレートよりも不利な条件になります。買い注文は発注時のレートより

高く、売り注文は発注時のレートより安いレートの指定になります。当

注文は、お客様が指定した注文レートでの約定を保証するものではあ

りません。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客

様が指定したレート以上、売り注文の場合はお客様が指定したレート

以下になったときに、当該配信されたレートで約定しますので、相場の

状況によっては、約定レートがお客様の指定したレートに比べて不利

になる場合があります。その他の約定方法等につきましては指値注

文と同様となります。 

○OCO注文 

2つの指値（逆指値）を同時に出し、どちらかが成立したらもう片方を

自動的に取消しにする注文方法です。 

○IF-DONE注文 

順番を決めた 2つの指値（逆指値）を同時に出す注文です。最初は一

次注文だけが有効であり、これが成立した場合に二次注文が有効に

なります。 

○IF-OCO注文 

IF-DONE注文と OCO注文を組み合わせた注文方法です。一次注文

の指値（逆指値）が成立すると、二次注文の OCOが有効になります。 

○全決済注文 

保有するすべての未決済建玉を通貨ペアにかかわらず、成行注文に

て一度の操作で決済する注文です。一度の操作で決済できますの

で、相場急変時にも時間をかけずに複数の建玉を決済できます。全

決済注文は成行注文ですのでお客様が発注した時のレートで約定す

るとは限りません。なお、全決済注文での取引数量の上限は当社が

別途定めるものとします。上限を超える通貨ペアがある場合、全決済

注文はお受けできません。 

○一括決済注文 

指定する通貨ペアごとに、売り・買いそれぞれ、または両方の建玉の

すべてを、成行注文にて一度の操作で決済する注文です。なお、売

り・買い、または両方の建玉すべてが全決済注文の取引数量の上限

を超えている場合、一括決済注文はお受けできません。 

○トレール注文 

  レートの変動に応じて注文レートを追従（トレール）させ、トレール

開始後の高値または安値から反転し、指定した値幅（トレール幅）以

上不利な方向へ進んだ際に成行注文が執行される注文方法です。ト

レール注文は数秒間隔での監視によりトレール価格（成行注文が執

行される価格）の変更の判断および成行注文発注の判断が行われま

す。トレール価格の追従は、監視時点において、トレール価格が１pip

以上変動する場合に行われますので、実際のレートの高値・安値から

計算されたトレール価格よりも実際のトレール価格が不利になる場合
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があります。成行注文の発注は、監視時点におけるレートが、トレー

ル価格と同じまたは不利であった時に執行されますので、トレール価

格よりも約定価格が不利になる場合があります。トレール注文は決済

注文のみで、「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能で

す。成行注文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該トレ

ール注文は自動的に取り消されます。 

○時限成行注文 

  保有するポジションを、何月何日何時何分になったら成行で決済

する、という注文です。時限成行注文は 1 分単位での指定ができます

が、毎営業日クローズ前 10分間および取引時間外の指定はできませ

ん。時限成行注文は、毎分 10 秒に観測を行い、該当する注文につい

て成行注文を執行します。時限成行注文は決済注文のみで、

「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能です。成行注

文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該時限成行注文

は自動的に取り消されます。 

○連続予約注文 

  IF-DONEまたは IF-OCO注文に加えて、お客様が設定した条件に

従って順番に発注される１件以上の IF-DONEまたは IF-OCO注文の

予約注文を 1 セットにして、まとめて発注ができる注文方法です。連続

予約注文は、「クイック発注ボード」からのみ発注・取消が可能で、

IF-DONE注文または IF-OCO注文の一次注文は、指値のみ可能で

す。連続予約注文は、注文内容を変更することはできません。また、

連続予約注文を取り消す場合、すでに発注されている有効な

IF-DONE注文または IF-OCO注文については取り消されませんの

で、取り消したい連続予約注文に関連するすべての注文を取り消す

場合には、連続予約注文を取り消し後に、別途有効な IF-DONE注文

または IF-OCO注文を取り消す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）注文の有効期限 

 ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注文、一括

決済及び全決済注文以外では、注文受付に際し有効期限の指示を

していただきます。有効期限は、デイ・オーダー（当日限り）、

ウィーク・オーダー（週末まで有効）、及びＧＴＣ（Good Till 

Cancel：キャンセルするまで有効）の 3 種類となります。トレー

ル注文の有効期限は GTC のみとなります。 

 

ⅢパートナーズＦＸ用語説明 

 

 

があります。成行注文の発注は、監視時点におけるレートが、トレー

ル価格と同じまたは不利であった時に執行されますので、トレール価

格よりも約定価格が不利になる場合があります。トレール注文は決済

注文のみで、「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能で

す。成行注文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該トレ

ール注文は自動的に取り消されます。 

○時限成行注文 

  保有するポジションを、何月何日何時何分になったら成行で決済

する、という注文です。時限成行注文は 1 分単位での指定ができます

が、毎営業日クローズ前 10分間および取引時間外の指定はできませ

ん。時限成行注文は、毎分 10 秒に観測を行い、該当する注文につい

て成行注文を執行します。時限成行注文は決済注文のみで、

「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能です。成行注

文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該時限成行注文

は自動的に取り消されます。 

○連続予約注文 

  IF-DONEまたは IF-OCO注文に加えて、お客様が設定した条件に

従って順番に発注される１件以上の IF-DONEまたは IF-OCO注文の

予約注文を 1 セットにして、まとめて発注ができる注文方法です。連続

予約注文は、「クイック発注ボード」からのみ発注・取消が可能で、

IF-DONE注文または IF-OCO注文の一次注文は、指値のみ可能で

す。連続予約注文は、注文内容を変更することはできません。また、

連続予約注文を取り消す場合、すでに発注されている有効な

IF-DONE注文または IF-OCO注文については取り消されませんの

で、取り消したい連続予約注文に関連するすべての注文を取り消す

場合には、連続予約注文を取り消し後に、別途有効な IF-DONE注文

または IF-OCO注文を取り消す必要があります。 

○自動売買 

 売買ルールおよび利食い・損切り設定を組み合わせてストラテジを

作成し、稼働させることで、発注条件を満たした場合に成行注文が自

動発注されます。発注条件の判定は、ストラテジにおいて設定した足

種別（1 分足、5 分足等）の終値が確定した後に行います。また、利食

い・損切りの判定は約 5秒ごとに行いますので、相場状況によっては

発注しない場合や、お客様が想定した価格から乖離し、有利または不

利な価格で約定する場合があります。自動売買は「HyperSpeed 

NEXT」からのみ開始・停止・稼働状況の確認が可能です。自動売買

による注文の状況によっては、当社の判断にてストラテジの登録制

限、ストラテジの稼働制限または稼働中のストラテジを停止させてい

ただく場合があります。バックテストの結果は、過去のデータに当ては

めた場合の数値であり、監視タイミングや発注タイミングのずれ、スプ

レッドの変動等により、実際に自動売買を行った結果とは異なります。 

 

（エ）注文の有効期限 

 ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注文、一括決済、

全決済注文及び自動売買以外では、注文受付に際し有効期限の指

示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー（当日限り）、ウィ

ーク・オーダー（週末まで有効）、及びＧＴＣ（Good Till Cancel：キャンセ

ルするまで有効）の 3 種類となります。トレール注文の有効期限は

GTCのみとなります。 

 

ⅢパートナーズＦＸ用語説明 

 

◎ストラテジ 

 HyperSpeed NEXTにおいて自動売買またはバックテストを行うため

に、通貨ペア、数量、最大建玉数量、足種別、売買ルール、利食い・

損切設定を定めたもの。 

 

◎売買ルール 

 HyperSpeed NEXTでの自動売買またはバックテストにおいて、ストラ

テジを構築するために作成する、発注条件を定めたルール。 
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以上 


