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リフィニティブ社より提供されるデータやコンテンツ、機能は以下のとおりです。 

 

 
• 国内株、香港株及び米国株個別銘柄ディレイ・マーケット情報 

• 国内株、香港株及び米国株検索 

• 国内 CB(転換社債)リスト表示、CB 個別銘柄ディレイ・マーケット情報 

• 国内株、香港株及び米国株企業情報 

• 国内株財務情報： 損益計算書(PL)及びキャッシュ・フロー計算書(CS)を個別銘柄に関連づけて表示します。 

• 国内株、香港株及び米国株大チャート： PC 上では多機能チャートによるテクニカル分析を提供します。 

• 国内株、香港株及び米国株ランキング情報 

• 国内及び海外株価指数のディレイ又は終値情報： 指数に紐付けた、チャート及びリスト表示が可能です。 

• 債券、先物、為替、政策金利、商品のディレイもしくは終値マーケット情報 

• 地図表示機能： 株価指数、為替、先物、債券、政策金利、商品銘柄に紐付けたマーケット情報を地図アプリでビジュアル的に確認できます。（携帯を除く） 

• ウォッチリストによるお気に入り銘柄登録及び銘柄比較： お気に入り登録画面にて、選択した国内株、香港株及び米国株を登録、保存することができます。 お気に入りリストは 1～4 まで用意されており、

各リストには最大 25 銘柄まで、合計 100 銘柄を登録可能です。 

• ジャパン・オンラインレポート： ホームページに写真つきニュースを提供します。カテゴリを選択してニュースを一覧表示することも可能です。 

 
 

＊パソコン向け情報とスマートフォン向け情報では一部内容が異なります。 

第1部 はじめに 
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1) PC 向けサポート環境 
 Windows 環境 Mac 環境 

 
OS 

Windows 7 SP1 OS X 10.9 

Windows 8.1 OS X 10.10 

Windows 10 以上 OS X 10.11 

CPU Core 2 Duo 2.0GHz 以 上 Core 2 Duo 2.0GHz 以 上 

メモリ 4GB 4GB 
 

 
ブラウザ 

Internet Explorer 11 Safari (最新版) 

Edge 25 Chrome (最新版) 

Chrome (最新版) Firefox (最新版) 

Firefox (最新版)  

Cookie 必要 必要 

JavaScript 必要 必要 

 
 

2) 携帯向けサポート環境 
 Docomo Softbank au Y!mobile 
 

ブラウザ 

 
i モードブラウザ 2.0 以上 

 
NetFront 

 
新 EZ ブラウザ 7.2 

NetFront 

Opera Mobile 

IE Mobile 

 
 

3) スマートフォン向けサポート環境 
 Android 環境 iOS 環境 

OS Android 4 – xx iOS 9 
 

ブラウザ 
Android Browser 

Chrome 

 

Safari 

第2部 推奨操作環境 
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トップページ 

トップページでは世界の市場状況を確認できます。さらにランキング等をとおして、各市場で注目されている銘柄を確認することができます。 

 

画面項目 タブ 機能概要 

① マーケット  国内及び海外の主要株価指数、外国為替、原油先物マーケット情報を、チャートを含め 1 つの画面で確認できます。 

② 指数・金利・為替 マップ 日本、ヨーロッパ、北米・中南米、アジア、オセアニアの地域を選択し、各地域に属する国の主要株式指数、各国通貨の対円為替

レート、債券、株価指数先物、政策金利のマーケット情報を 1 つの画面で確認できます。 

株価指数 国内及び海外の主要株式指数の銘柄名、日付、現在値/終値、前日比、変化率を 1 つの画面で確認できます。 

為替 25 通貨の対円為替レートを 1 つの画面で確認できます(ユーロのみ対ドルも表示)。銀行間の対ドルの買気配及び売り気配を元に

計算した対円の気配値を 10 分毎のスナップで表示します。 インドネシアルピアは、100 ルピアの値を表示しています。 

債券 日本及び米国の 10 年と 30 年の国債利回り、ドイツ及びオーストラリアの 10 年の国債利回りの情報を 1 つの画面で確認できま 

す。日付、終値、前日比の値を 2 時間ディレイで表示します。 

先物 日本、米国、シンガポールに上場している、日経先物、TOPIX 先物、NY ダウ先物情報を 1 つの画面で確認できます。日本上場銘

柄は 20 分ディレイの時価を、米国、シンガポール上場銘柄は終値を表示します。 

政策金利 日本、米国、ユーロ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、香港、南アフリカの政策金利を 1 つの画面で確認できます。 

商品 WTI 原油先物、COMEX 上場の Gold/Silver/Copper、プラチナ先物の日付、終値、前日比、変化率を 1 つの画面で確認できま

す。 

③ ニュース ビジネスニュース 全カテゴリー(ビジネス/ワールド/テクノロジー)の主要注目ニュースのヘッドラインと概要を写真と共にトップページに表示します。ヘ

ッドラインをクリックすると、ニュース詳細ページに遷移します。1 日あたり約 40 本のニュースが、発生と同時にリアルタイムに更新

されます。 

ビジネスニュース： 国内ビジネスと金融に関する最新ニュースです。 国内の重要な IPO 案件から経済概況、主要企業ニュー

ス、金利政策、金融市場全般に至る分野をカバーします。 

ワールドニュース： 全世界の一般、政治、ビジネスに至る分野をカバーします。 

テクノロジーニュース： ＩＴ業界の最新の技術革新と進歩、インターネットビジネスのトレンドなどについてカバーします。 

ワールドニュース 

テクノロジーニュース 

第3部 サイトのご紹介 
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4.1. 大チャート(株価、指数、為替、金利、債券、商品、先物の詳細チャート) 

大チャートは、プルダウンメニューで表示項目を選択することにより多彩なチャートを 1 つの画面上で提供します。 

大チャートでは、テクニカル指標を設定して分析を行うテクニカルチャートと、複数の銘柄の値動きを視覚的に比較する比較ラインチャートが表示可能です。        大

チャートは個別銘柄画面及び株価指数、為替、債券、先物、政策金利、商品ページの ▶チャート一覧 をクリックすると起動します。 

 テクニカルチャート: 
 

テクニカルチャート画面では、日中足や日足チャート等に対して多様なテクニカル分析を行うことができます。

大チャートへ遷移すると、選択中の銘柄のチャートが表示されます。 

*株式、指数、為替又は商品等、その他のアセットを表示するには、メニューより表示変更してください。 

 
 画面構成: 

 

① テクニカルチャート／比較ラインチャート画面- プルダウンメニューで表示項目を選択することが可能です。 

②チャート表示期間、チャート種類等の設定項目が指定できます。 

③ テクニカル分析の設定 – 多機能チャートでは、最大 3 つの指標を 1 つの画面に表示することが可能です。 

指標は、移動平均線等、チャートにレイヤーとして表示されるタイプと、サブチャートとしてチャートの下部に表示されるタイプがあります。 

④比較ラインチャート-比較する指数と比較銘柄を 1 つの画面に表示することが可能です。 

 
 アセットタイプ: 

 

表示可能なアセットタイプをチャートに描画できます。表示可能データ及び更新タイミングについては、「Appendix 7.2 海外指数の更新時刻」を参照下さい。 

第4部 機能のご紹介 
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 チャート期間及び足種: 
 

大チャート画面では、以下の期間及び足種を選ぶことができます。 

画面項目 選択肢 

期間 • 1 日 • 2 日 • 3 日 • 1 ヶ月 • 1 年 • 2 年 • 10 年 
• 4 日 • 2 ヶ月 • 3 年 

• 5 日 • 3 ヶ月 • 5 年 

• 10 日 • 6 ヶ月  

足種 • 1 分足 • 5 分足 • 15 分足 • 日足 • 日足 • 週足 • 月足 

• 5 分足 • 15 分足 • 1 時間足 • 週足 • 週足 • 月足 • 四半期足 

• 15 分足 • 1 時間足  • 月足 • 月足 • 四半期足  

• 1 時間足    • 四半期足   

*海外指数、債券、商品、先物 のチャートの足種に 1 分/5 分/15 分/1 時間足は含まれません。 

*3 年は国内株のみ、4 日は香港株のみ、10 日は米株のみとなります。 

 
 チャート線種: 

 

大チャート画面では、以下の線種でチャートを描画できます。 
 

画面項目 選択肢 

線種 • 線 • フィル 

• ロウソク足 • ヒストグラム 

• バーチャート 3 本値 • ドット 

• バーチャート 4 本値  
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 テクニカル指標: 
 

テクニカルチャートでは、以下のテクニカル指標による分析が可能です。テクニカル指標はチャートに重ねて描画するタイプと、サブチャートとしてチャートの下段に描画されるタイプがありますので、分析目

的に応じて指標を指定してください。上段、下段のテクニカル指標の説明は 17 ページの 「Appendix 7.1. テクニカル分析の説明」をご参照下さい。 

(上段) 基本チャートに重ねて描画するテクニカル指標 

選択肢 

• 単純移動平均線 

• 単純移動平均線（2 本） 

• 単純移動平均線（3 本） 

• 加重移動平均線 

• 加重移動平均線（2 本） 

• 加重移動平均線（3 本） 

• 価格帯別出来高 

• ボリンジャーバンド 

• 価格変動幅 

• 一目均衡表 

• フィボナッチライン 

• 転換点 

(下段) 基本チャートの下部に描画されるサブチャート 

選択肢 

• 出来高 

• オンバランスボリューム 

• MACD 

• スローストキャスティクス 

• ファストストキャスティクス 

• モメンタム 

• 相対力指数(RSI) 

• 価格変動 

• コモディティチャネルインデックス 

• DMI （方向性指数) 

• ボラティリティ 

• ウィリアムズ %R 
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4.2. 銘柄検索機能 
 

 日本株・香港株・米国株検索: 
 

画面項目・タブ 機能概要 

銘柄検索 銘柄名（例：大和証券グループ本社）、銘柄コード(例：8601)、 市場、業種、指数採用などの条件を設定して銘柄を検索することができます。検索結果に表示され

る銘柄をお気に入り追加することも可能です。 

 

 転換社債型新株予約権付社債（CB） 一覧: 
 

国内 CB を一覧表示します。CB 検索コード又は CB 銘柄名、東証か名証かの優先市場を選択して検索することができます。 国内 CB 一覧から CB 個別情報表示画面へ遷移します。 

CB 個別情報表示画面では、CB 個別銘柄の 20 分ディレイの時価情報、以下の属性情報、チャートを 1 つの画面で確認できます。 

属性情報： 発行日、転換開始日、償還日、利払日(次回)、原株銘柄、株価、 理論株価、パリティ―、カイリ率、直利、終利、転換価格、発行額、残存額、転換率 
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4.3. 地図画面 

地図画面では、株価指数、為替、債券、先物、政策金利、商品の以下の銘柄の時価情報を、国別に確認できます。 株価指数、為替、債券、先物、政策金利、商品のページの ▶チャート一覧

をクリックすると、各々種類の全世界のチャート一覧を同じ画面に表示します。 ▶指数一覧 をクリックすると、全世界の指数一覧を同じ画面に表示します。 

タブ 画面項目 国名 銘柄名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株価指数 

 

 

 
 

株価指数

トップ 

日本 日経平均 

香港 ハンセン指数 

ロシア RTS 指数 

ユーロ ストックス 50 指数 

イギリス FTSE100 

米国 NY ダウ 

ブラジル ボベスパ指数 

日本 
日経平均、TOPIX、JPX 日経 400、日経株価指数 300、日経平均 VI、東証 2 部指数、東証マザーズ指数、日経 JQ 平均、 

JASDAQ 指数、JASDAQ グロース指数、東証 REIT 指数、NT 倍率 

 

 
 

ヨーロッパ 

ユーロ ストックス 50 指数 

ロシア RTS 指数 

ドイツ DAX 指数 

フランス CAC40 

イギリス FTSE100 

北米・中南米 

米国 NY ダウ、NASDAQ、S&P500 

メキシコ メキシコ・ボルサ指数 

ブラジル ボベスパ指数 
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アジア 

韓国 韓国総合株価指数、KOSDAQ 指数 

中国 上海総合、上海 A 株指数、上海 B 株指数 

香港 ハンセン指数、ハンセン・レッドチップ、ハンセン中国企業株指数 

台湾 台湾加権指数 

フィリピン フィリピン総合 

タイ タイ・SET 

マレーシア クアラルンプール総合 

シンガポール シンガポール ST 

インドネシア ジャカルタ総合 

インド S&P/BSE SENSEX 

パキスタン KSE100 
 

オセアニア 
オーストラリア オーストラリア全普通株 

ニュージーランド NXZ50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為替 

 

 
 

為替トップ 

オーストラリア 豪ドル/円 

ユーロ ユーロ/円 

南アフリカ 南ア・ランド/円 

米国 米ドル/円 

ブラジル ブラジル・レアル/円 

 

 

 

 
ヨーロッパ 

ユーロ ユーロ/円 

ロシア ロシア・ルーブル/円 

ノルウェー ノルウェー・クローネ/円 

ハンガリー ハンガリー・フォリント/円 

トルコ トルコ・リラ/円 

スイス スイス・フラン/円 

イギリス 英ポンド/円 

北米・中南米 

米国 米ドル/円 

米国/ユーロ ユーロ/米ドル 

カナダ カナダ・ドル/円 

メキシコ メキシコ・ペソ/円 
 

ブラジル ブラジル・レアル/円 
 

アルゼンチン アルゼンチン・ペソ/円 



Page | 12 
 

 

 

 

 

 

 

 
アジア 

韓国 韓国ウォン/円 

中国 中国人民元/円 

香港 香港ドル/円 

フィリピン フィリピン・ペソ/円 

タイ タイ・バーツ/円 

マレーシア マレーシア・リンギット/円 

シンガポール シンガポール・ドル/円 

ベトナム ベトナムドン/円 

インドネシア インドネシア・ルピア/円 ＊100 ルピアの値を表示しています 

インド インド・ルピー/円 

サウジアラビア サウジアラビア・リアル/円 

 

オセアニア・

アフリカ 

オーストラリア 豪ドル/円 

ニュージーランド ニュージーランド・ドル/円 

南アフリカ 南ア・ランド/円 

 

 
債券 

 

 
地図画面 

日本 10 年国債利回り、30 年国債利回り 

オーストラリア 10 年国債利回り 

ドイツ 10 年国債利回り 

米国 10 年国債利回り、30 年国債利回り 

 

先物 

 

地図画面 

日本 日経平均先物 1 限月、TOPIX 先物 1 限月、JPX 日経 400 先物、 NY ダウ先物(円建) 

シンガポール SGX 日経 225 先物 

米国 NY ダウ先物(ドル建)、CME 日経 225 先物(ドル建)、CME 日経 225 先物(円建) 

 

 

 

 

 

政策金利 

 

 

 

 

 

地図画面 

オーストラリア 政策金利 

ニュージーランド 目標短期金利 

日本 無担保コール翌日物、公定歩合 

中国 貸出金利 

香港 再割引金利 

ユーロ 市場調整金利 

南アフリカ レポ金利 

米国 フェデラルファンド金利 

商品 地図画面  WTI 原油先物、Gold 先物(COMEX)、Silver 先物(COMEX)、Copper 先物(COMEX)、プラチナ先物(NYMEX) 
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5.1. 国内株個別銘柄画面 

国内株個別銘柄画面では、国内市場のスナップショット情報を確認できます。 

タブ 画面項目 機能概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 株価 

 

 

株価情報概要 

以下の時価情報を取引時間 09:00 - 11:30 12:30 - 15:00 中、20 分ディレイで更新します。 

時価情報：現在値及び前日比、前日終値、始値、高値、安値、出来高、売買代金(千円)、単元株数、年初来高値(15 ヶ
月)、年初来安値(15 ヶ月) 
優先市場の選択肢は東証、名証、福証、札証があり、定義はリフィニティブの優先市場を使用します。 

市場開始前05:40 に日替わり初期化処理を行います。 

信用残 信用売(前週比)、信用買(前週比)、倍率を個別株式時価情報と同じ画面で確認できます。 

 
 

企業情報 

以下の企業情報を個別株式時価情報と同じ画面で確認できます。 

企業情報：上場日、決算日、発行済株式数、時価総額、配当利回り、EBITDA、純資産、株主持分、株主持分比率、資本

金、利益余剰金、有利子負債、純資産経常利益率、EPS、BPS 
ETF 銘柄の企業情報は表示されません。 

 

 
チャート 

以下の表示期間と足種のロウソク足のミニチャートと単純移動平均(5 日、25 日）を、株価情報概要、信用残、企業情報、

会社概要と同じ画面で確認できます。 

表示期間（足種）：1 日(5 分足)、3 ヶ月（日足）、6 ヶ月(日足)、1 年(日足)、2 年(週足)、5 年(週足)、10 年(月足) 
`詳細チャートを見る`をクリックすると 上記「4.1. 大チャート」へ遷移します。 

会社概要 会社概要は事業概要を掲載しています。 

 

 

 
TOP ニュース 

全カテゴリー(ビジネス/ワールド/テクノロジー)の主要注目ニュース記事のヘッドラインを株価の個別ページに表示します。

ヘッドラインをクリックすると、写真を含むニュース詳細ページに遷移します。1 日あたり約 40 本のニュースが、発生と同時

にリアルタイムで更新されます。 

 ビジネスニュース： 国内ビジネスと金融に関する最新ニュースです。国内の重要な IPO 案件から経済概況、主要企業ニ

ュース、金利政策、金融市場全般に至る分野をカバーします。 

 ワールドニュース： 全世界の一般、政治、ビジネスに至る分野をカバーします。 

 テクノロジーニュース： ＩＴ業界の最新の技術革新と進歩、インターネットビジネスのトレンドなどについてカバーします。 

 

 

 
 

②企業情報 

 
企業情報 (スナップショット・レポート) ウェブサイト、電話番号、代表者役職名、従業員数、代表者氏名、設立日、上場日、上場市場、売買単位、決算日、発行済

み株式数、株式数変更日、浮動株数を表示します。企業情報は事業概要を掲載しています。 

 
財務諸表(財務

サマリー) 

損益計算書  

財務サマリーは、企業の連結財務諸表を要約形式で提供します。損益計算書、貸借対照表、及びキャッシュ・フロー計算

書の主要な項目を掲載し、基本的な財務分析と同業他社比較のための財務データの概要を、投資判断材料として提供し

ています。過去 4 期分のデータを掲載しています。 

貸借対照表 

キャッシュ・フロー 

第5部 株価個別銘柄画面のご紹介 
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③ チャート 

 

 

 

 

 

 

 
大チャート 

個別銘柄画面のチャートタブより、上記「4.1. 大チャート」に遷移します。比較銘柄機能では、チャート上で国内及び海外の

主要株価指数銘柄と比較することが可能です。比較する指数銘柄は‘比較する指数`から選択、変更できます。また、大チ

ャートにはテクニカル分析機能も含まれます。テクニカル分析の種類及び説明については、上記「4.1. 大チャート」をご参照

下さい。 

チャートの種類： 

線、ロウソク足、バーチャート(3 本値、4 本値)、フィル、ヒストグラム、ドット

指定可能な期間： 

1 分足(1 日) 
5 分足(1 日, 2 日) 
15 分足(1 日, 2 日, 3 日, 5 日) 
1 時間足(1 日, 2 日, 3 日, 5 日) 
日足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年) 
週足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年, 2 年, 3 年, 5 年) 
月足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年, 2 年, 3 年, 5 年, 10 年) 
四半期足(1 年, 2 年, 3 年, 5 年, 10 年) 

TOP ニュース 株価タブの Top ニュースと同じ内容を大チャート画面に表示します。 
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5.2. 香港株・米国株個別銘柄画面 

香港株・米国株個別銘柄画面では、香港市場・米国市場のスナップショット情報を確認できます。

米国株は NYSE と NASDAQ 市場の個別銘柄情報を提供します。 

タブ 画面項目 機能概要 

 

 

 

 

 

 

 

① 株価 

 

株価情報概要 

以下の時価情報を 15 分ディレイで更新します。 

香港市場取引時間 10:30 - 13:00 (09:30 - 12:00 香港時間) 14:00 - 17:00 (13:00 - 16:00 香港時間） 

米国市場取引時間 23:30 – 06:00 冬時間 22:30 – 05:00 夏時間 (09:30 – 16:00 米国東部時間) 
時価情報：現在値及び前日比、前日終値、始値、高値、安値、出来高、売買単位(香港株のみ)、52 週高値、52 週安値 
香港株式は市場開始前05:32 香港時間に日替わり初期化処理を行います。 
米国株式（NASDAQ）は市場開始前03:00 米国東部時間に日替わり初期化処理を行います。 
米国株式（NYSE）は市場開始前07:00 米国東部時間に日替わり初期化処理を行います。 

 
企業情報 

以下の企業情報を個別株式時価情報と同じ画面で確認できます。 

企業情報：時価総額、配当利回り(香港株のみ)、EPS(実績)、PER(実績)、PER（予想) 
ETF 銘柄の企業情報は表示されません。 

 

チャート 

以下の表示期間と足種のロウソク足のミニチャートをと単純移動平均(5 日、25 日）を、株価情報概要、企業情報、会社概要と同じ画面で確

認できます。 

表示期間（足種）：1 日(5 分足)、3 ヶ月（日足）、6 ヶ月(日足)、1 年(日足)、 2 年(週足)、 5 年(週足)、 10 年(月足) 
`詳細チャートを見る`をクリックすると 上記「4.1. 大チャート」へ遷移します。 

 

会社概要 
日本国内取引実績のある銘柄の会社概要については日本語で表示します。取引実績のないマイナー銘柄については英語表示でのご案内

となります。 
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TOP ニュース 

 
全カテゴリー(ビジネス/ワールド/テクノロジー)の主要注目ニュース記事のヘッドラインを株価の個別ページに表示します。ヘッドラインをクリッ

クすると、写真を含むニュース詳細ページに遷移します。1 日あたり約 40 本のニュースが、発生と同時にリアルタイムで更新されます。 

 ビジネスニュース： 国内ビジネスと金融に関する最新ニュースです。国内の重要な IPO 案件から経済概況、主要企業ニュース、金利政策、

金融市場全般に至る分野をカバーします。 

 ワールドニュース： 全世界の一般、政治、ビジネスに至る分野をカバーします。 

 テクノロジーニュース： ＩＴ業界の最新の技術革新と進歩、インターネットビジネスのトレンドなどについてカバーします。 

 

 

 

 

 
②企業情報 

 

企業情報 (スナップ

ショット・レポート) 

ウェブサイト、電話番号、代表者役職名、従業員数、代表者氏名、業種、売上高、時価総額、企業価値、当期純利益、EBITDA を表示しま

す。事業概要は、日本国内取引実績のある銘柄については日本語で表示します。取引実績のないマイナー銘柄については英語表示でのご

案内となります。 

 
財務指標(実績) 

 

財務指標レポートでは、上記スナップショット・レポートよりも詳細な財務指標データ（粗利益率、ROE、株価売上高倍率、PER、PBR）を提供

します。企業分析と同業他社比較のために役立ちます。直近決算期のデータを提供し、過去データは含まれていません。 

業績予想 総売上高、利益、EPS、1 株当たり配当、PER の予想値を表示します。 

 

1 株当たりデータ 
1 株当たり売上高、EPS、1 株当たり純資産、1 株当たり現金及び短期投資現金、1 株当たりキャッシュ・フロー、1 株当たり配当 (香港株の

み) を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ チャート 

 

 

 

 

 

 

 

大チャート 

個別銘柄画面のチャートタブより、上記「4.1. 大チャート」に遷移します。比較銘柄機能では、チャート上で国内及び海外の主要株価指数銘柄

と比較することが可能です。比較する指数銘柄は‘比較する指数`から選択、変更できます。また、大チャートにはテクニカル分析機能も含まれ

ます。テクニカル分析の種類及び説明については、上記「4.1. 大チャート」をご参照下さい。 

チャートの種類： 

線、ロウソク足、バーチャート(3 本値、4 本値)、フィル、ヒストグラム、ドット

指定可能な期間： 

1 分足(1 日) 
5 分足(1 日, 2 日) 
15 分足(1 日, 2 日, 3 日, 4 日, 5 日, 10 日) 
1 時間足(1 日, 2 日, 3 日, 4 日, 5 日, 10 日) 
日足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年) 
週足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年, 2 年,5 年) 
月足(1 ヶ月, 2 ヶ月, 3 ヶ月, 6 ヶ月, 1 年, 2 年,5 年, 10 年) 
四半期足(1 年, 2 年,5 年, 10 年) 
＊4 日は香港株のみ、10 日は米株のみ指定可能です。 

TOP ニュース 株価タブの Top ニュースと同じ内容を大チャート画面に表示します。 
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5.3. 国内株、香港株及び米国株ランキング 
 

 

タブ 画面項目 機能概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ランキング 

 

 

売買代金 

東証 1 部、東証 2 部、マザーズ、JASDAQ、名証、福証、札証市場の売買代金上位 20 銘柄が 20 分ディレイで表示されます。情報の種

類としては、売買代金上位と売買代金急増銘柄のランキングをご提供します。ランキングの種類は、情報種類のプルダウンから選択可能

です。順位別に銘柄、業種、現在値、前日比、前日比率、売買代金を表示します。上位ランキング銘柄からお気に入りに追加することも

可能です。売買代金ランキングに香港と米国市場は含まれません。 

 

 
出来高 

東証 1 部、東証 2 部、マザーズ、JASDAQ、名証、福証、札証、香港、NYSE、NASDAQ 市場の出来高上位 20 銘柄が表示されます。

情報の種類としては出来高上位、出来高急増銘柄、5 日出来高平均、30 日出来高平均のランキングをご提供します。NYSE と 

NASDAQ は出来高上位のみ提供します。ランキングの種類は、情報種類のプルダウンから選択可能です。順位別に銘柄、業種、現在

値、前日比、前日比率、出来高を表示します。上位ランキング銘柄からお気に入りに追加することも可能です。国内銘柄は 20 分ディレ 

イ、香港銘柄と米国銘柄は 15 分ディレイで表示されます。 

 

 
値上がり・値が下り 

東証 1 部、東証 2 部、マザーズ、JASDAQ、名証、福証、札証、香港、NYSE、NASDAQ 市場の値上がり・値下がりランキング上位 20 
銘柄を表示します。情報の種類としては、値上がり率上位、値下がり率上位、値上がり幅上位、値下がり幅上位のランキングをご提供し

ます。ランキングの種類は、情報種類のプルダウンから選択可能です。国内銘柄は 20 分ディレイ、香港銘柄と米国銘柄は 15 分ディレイ

で表示されます。順位別に銘柄、業種、現在値、前日比、前日比率、出来高を表示します。上位ランキング銘柄からお気に入りに追加する

ことも可能です。 

 
 

信用残 

東証 1 部、東証 2 部の信用残に関した上位 20 銘柄が 20 分ディレイで表示されます。情報の種類としては、信用買い残増加、信用買

い残減少、信用売り残増加、信用買い残減少、高信用倍率銘柄、低信用倍率銘柄のランキングをご提供します。ランキングの種類は、情

報種類のプルダウンから選択が可能です。上位ランキング銘柄からお気に入りに追加することも可能です。信用残ランキングに香港と米

国市場は含まれません。 

 

業種別 

東証 1 部の業種別株価平均、業種別株価指数のランキングが 20 分ディレイで表示されます。情報の種類としては、業種別株価指数値

上がり率、値上がり幅、業種別株価平均値上がり率、値上がり幅のランキングをご提供します。業種別ランキングに香港と米国市場は含

まれません。 
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タブ 画面項目 機能概要 

 
 
 
 
 
 
ニュース 

 
トップニュース 

全カテゴリ―カビジネスニュース/ワールド/テクノロジー)の重要度の高い主要注目ニュース記事を写真と共に配信します。ニュースは発

生と同時に配信/リアルタイムに更新され、グローバルな主要ニュースについて包括的な概要を提供します。1 日あたり約 40 本配信しま

す。 

 
ビジネスニュース 

国内ビジネスと金融に関する最新のニュースを配信します。国内の重要な IPO 案件から経済概況、主要企業ニュース、金利政策、金融

市場全般に至る様々な分野をカバーします。1 日あたり約 50 本から 80 本配信します。 

ワールドニュース 全世界の一般、政治、ビジネス分野の主要ニュース速報を包括的にカバーし、配信します。1 日あたり約 20 本から 30 本配信します。 

 
テクノロジーニュース 

IT 業界の最新の技術革新と進歩、インターネットビジネスのトレンドなどについて深く掘り下げたニュースを提供します。1 日あたり約 10 
本から 15 本配信します。 

第6部 ニュース画面の紹介 
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7.1. テクニカル分析の説明 

 
(上段) 
 単純移動平均線：一定期間の終値平均値を 1 日ずつずらしグラフ化し、相場の動きを一つの流れとして示します。 

 単純移動平均線(2 本)(3 本)：複数の移動平均線を描くことにより相場の転換がわかる。日足に置いて 5 日移動平均線は一週間の、25 日は一ヶ月の、75 日は 3 ヶ月の値動きを示します。 

 加重移動平均線: 単純移動平均線よりも直近の値動きを重視し、直近価格に比重を置いた移動平均線です。 

 加重移動平均線(2 本)(3 本)：移動平均の期間は 20 日間が多く用いられますが、期間が長いものと短いもの複数の移動性を用いることもあります。 

 価格帯別出来高：株価毎に約定された株数を示します。 

 ボリンジャーバンド：移動平均線の上と下に 2 本の線を引くものです。 

 価格変動幅：価格の変動をグラフで表したものです。 

 一目均衡表：一定の時間枠の中での株価の値動きの値幅と波動の 3 軸から捉える指標です。時間枠の中での高値、安値の中心点を割り出す、時間に重点を置き株価を予想するものです。 

 フィボナッチライン：高値から安値を引いて、その幅の 38.2%, 50%, 61.8%が買いのポイントと目標価格を推測するためのものです。 
 

(下段) 
 出来高：取引が成立した株数です。 

 オンバランスボリューム：値上がりした日の出来高を全て足し、そこから値下がりした日の出来高を引き、出来高の差分を累計し、終値が前日と同じ場合には前日の累計が持ち越されます。 この

ように算出した累計値を線で結んだものです。 

MACD (移動平均収束拡散法) ：期間の短い加重移動平均から期間の長い加重移動平均の値を引いた差が基本線になります。 期間の異なる 2 本の移動平均線を使用することで売買の判断をす

る手法です。 

 スローストキャスティクス：過去の高値・安値に対して、現在の価格がどの位置にあるかを数値化したキャステクスのうち、 Slow%D と％D を用いて売買のタイミングを判断する手法です。 

 ファストストキャスティクス：過去の高値・安値に対して、現在の価格がどの位置にあるかを数値化したキャステクスのうち、%K と%D を用いて売買タイミングを判断する手法です。 

 モメンタム：相場の勢いを示す指標です。 

 相対力指数(RSI) ：過去の変動幅に対して上昇の相対的な割合を算出しグラフ化し、相場が買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを判断する指標です。 

 価格変動 ：価格変動の大きさを示す指標です。 

 コモディティチャネルインデックス：現在値の平均と移動平均との乖離を数値化した指標です。 

DMI (方向性指数) ：相場の上下を数値化し、相場の傾向を計算し、グラフ化したものです。 

 ボラティリティ：価格の変動率を表します。 

 ウィリアムズ％R ： 一定の期間内で当日の価格が全体の値動きのどの位置にあるかを示す指標です。 高値に近い程指標が小さくなります。 

第7部 APPENDIX 
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7.2. 海外指数の更新時刻 
 
 

 

銘柄 タ

イプ 

 

国 

 

銘柄名 

 
更新時間日本時間 

 
更新時間 

 
取引終了時間 

終値情報の配

信可能時間 

冬時間 (夏時間) (現地時間) (現地時間) (現地時間) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
指数 

米国 NY ダウ 07:00 (06:00) 17:00 16:45 17:00 
 NASDAQ 06:35 (05:35) 16:35 16:00 16:15 
 S&P500 07:00 (06:00) 17:00 16:45 17:00 
メキシコ メキシコ・ボルサ指数 06:15 (05:15) 15:20 15:00 15:20 
ブラジル ボベスパ指数 06:15 (05:15) 19:15 18:00 18:15 
イギリス FTSE100 01:45 (00:45) 16:45 16:30 16:45 
ドイツ DAX 指数 08:05 (07:05) 00:05(翌日) 17:30 00:00(翌日) 

フランス CAC40 指数 08:05 (07:05) 00:05(翌日) 17:30 00:00(翌日) 

ロシア RTS 指数 0:55 18:55 18:00 18:15 
ユーロ ストックス 50 指数 08:05 (07:05) 00:05(翌日) 17:50 00:00(翌日) 

 

中国 

上海総合 16:15 15:15 15:00 15:15 

上海 A 株指数 16:15 15:15 15:00 15:15 

上海 B 株指数 16:15 15:15 15:00 15:15 
 

韓国 
韓国総合株価指数 15:50 15:50 15:30 15:50 

KOSDAQ 指数 16:50 15:50 15:30 15:50 
台湾 台湾加権指数 14:45 13:50 13:30 13:50 

 

パキスタン 
 

パキスタン KSE100 

 

20:15 
 

16:45 
15:30 (月-木) 16:45 

16:30 (金) 16:45 
インド S&P／BSE SENSEX 3:35 00:05(翌日) 15:30 00:00(翌日) 

シンガポール シンガポール ST 18:15 17:15 17:00 17:15 
タイ タイ・SET 19:15 17:15 17:00 17:15 
インドネシア ジャカルタ総合 18:15 16:15 15:50 16:00 
フィリピン フィリピン総合 13:15 12:15 15:15 15:30 
マレーシア クアラルンプール総合 18:15 17:15 17:00 17:15 
オーストラリア オーストラリア全普通株 14:20 (15:15) 16:20 16:00 16:20 
ニュージーランド NXZ50 13:15 (14:15) 17:15 16:45 17:05 
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7.3. 指数、指標の取引時刻と説明 

 
国内指標の説明, 取引時間, 配信時間： 

 
 日経平均株価 

09:00 から 15:15 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 日経 225 先物(日中) 
取引時間：08:45 – 15:15 20 分ディレイのデータを表示します。 

取引最終日：当限月の第 2 金曜日 

取引単位：日経平均株価の 1,000 Index 
清算日：最終取引日の翌日 

 日経 225 先物(夜間) 
取引時間：16:30 – 05:30 20 分ディレイのデータを表示します。

取引詳細日中セッションに同じ 
TOPIX 
09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

JPX 日経 400 
09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 日経 300 
09:00 から 15:15 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 東証 2 部指数 

09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 ジャスダック指数 

09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 日経ジャスダック平均 

09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 

 東証マザーズ指数 

09:00 から 15:00 の間は現時間より 20 分ディレイのデータを表示します。 
 

海外指標の説明, 取引時間, 配信時間： 

 

NY ダウ 

 
＊時間は日本時間表示です 

S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズがニューヨーク証券取引所とナスダックに上場する優良 30 銘柄から算出している平均株価指数

配信時間：06:35 / 05:35 夏時間 (16:35 NY 時間) 
 

 ナスダック 

ナスダック(全米証券業協会の電子株式市場)に上場している全銘柄時価総額加重平均型株式指数

取引時間：23:30 – 06:00 / 22:30 – 05:00 夏時間 (09:30 – 16:00 NY 時間) 
配信時間：06:35 / 05:35 夏時間 (16:35 NY 時間) 
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 ハンセン 

香港証券取引所に上場する流動性の高い銘柄で構成される時価総額加重平均型株式指数

取引時間：10:30 – 13:00 14:00 – 17:00 (09:30 – 12:00 13:00 – 16:00 香港時間) 
配信時間：取引時間内に 15 分ディレイのデータを配信 

 

 香港レッドチップ 

香港証券取引所に上場する中国企業の香港登記の株式で構成されている指数 

取引時間：10:30 – 13:00 14:00 – 17:00 (09:30 – 12:00 13:00 – 16:00 香港時間) 
配信時間：取引時間内に 15 分ディレイのデータを配信 

 

 上海総合 

上海証券取引所に上場する全株式銘柄で構成される時価総額加重平均型株式指数

取引時間：10:30 – 12:30 14:00 – 16:00 (09:30 – 11:30 13:00 – 15:00 中国時間) 
配信時間：16:15 (15:15 中国時間) 

 
S&P SENSEX 
ボンベイ証券取引所に上場する流動性の高い 30 銘柄で構成される時価総額加重平均型株式指数 

取引時間：12:45 – 19:00 (09:15 – 15:30 インド時間) 
配信時間：03:35 (00:05 インド時間) 

 
FTSE100 
ロンドン証券取引所に上場する時価総額が高い 100 銘柄で構成される時価総額加重平均型株式指数 

取引時間：17:00 – 01:30 / 16:00 – 00:30 夏時間 (08:00 – 16:30 イギリス時間) 
配信時間：01:45 / 00:45 夏時間 (16:45 イギリス時間) 

 
DAX30 
フランクフルト証券取引所に上場する優良 30 銘柄で構成される時価総額加重平均型株式指数。 クセトラ(電子取引システム)から算出されている。

取引時間：17:00– 01:30 / 16:00 – 00:30 夏時間 (09:00 – 17:30 ドイツ時間) 
配信時間 : 08: 05 / 07: 05 夏時間 (00:05 ドイツ時間) 

 
CAC40 
ユーロネクスト・パリに上場する時価総額上位 40 銘柄で構成される、時価総額加重平均型株式指数 

取引時間：17:00 – 01:30 / 16:00 – 00:30 夏時間 (09:00 – 17:30 フランス時間) 
配信時間：08: 05 / 07: 05 夏時間 (00:05 フランス時間) 

 
RTS 
モスクワ証券取引所に上場する流動性の高い優良 50 銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数 

取引時間：16:00 – 24:00 (10:00 – 18:00 モスクワ時間) 
配信時間： 00:55 (18:55 モスクワ時間) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AF%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E5%8B%95%E6%80%A7_(%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BE%A1%E7%B7%8F%E9%A1%8D%E5%8A%A0%E9%87%8D%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%9E%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%95%B0
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