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ユーザーガイドの使用に関する免責事項
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本ユーザーガイドに含まれる情報は、PSPLが信頼できないと信じるべき理由のない公的な情報源から入手したものであり、

本書に含まれる分析、予想、予測、期待、見解（総称して「調査」）は、そのような情報に基づくものであり、意見の表現に
すぎません。PSPLはこの情報を検証しておらず、明示または黙示を問わず、そのような情報または調査が正確、完全、ま

たは検証されている、あるいはそのように信頼されるべきであるという表明または保証はなされません。本ユーザーガイド
に含まれるそのような情報または調査は変更される可能性があり、PSPLは、提供された情報または調査を維持する責任、

またはそれに関連して修正、更新、またはリリースを提供する責任を負わないものとします。いかなる場合も、PSPLは、そ
のような損害の可能性について知らされていたとしても、利用可能になった情報または調査を使用したことから生じる可
能性のある特別、間接、偶発的、または結果的な損害について責任を負いません。

本書で述べられているすべての商品に投資する前に、ファイナンシャルアドバイザーに助言を求めることをお勧めします。
ファイナンシャルアドバイザーに助言を求めないことを選択した場合は、投資商品が自分に適しているかどうかを検討す
る必要があるものとします。
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はじめに

POEMS Mobile 2.0へのログイン

システム要件
iPhone / iPadの場合（iOS 8.0以降）
Androidスマートフォン/タブレットの場合（Android 4.0以降）

方法1:

ステップ1: POEMS SG 2.0  

mobileアプリを起動する

ステップ2: 7桁の証券口座番号

とパスワードを入力し、Live Login

をタップする

方法2:
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ステップ1: POEMS SG 2.0  

mobileアプリを起動する

ステップ2:指紋認証でシームレスに

ログインするには、POEMS Touch ID*

をタップする

* POEMS Touch ID を有効

化する方法は、スライド 6 

を参照してください。

アプリに証券口座番号を記憶させたい場合は、この
チェックボックスをオンにしてください。



はじめに

POEMS Touch IDの有効化

ステップ 1: POEMS SG 2.0
mobile アプリを起動し、
POEMS Touch IDをタップ
する

ステップ 2: T&C ボックス

にチェックマークを付け、
ACTIVATE POEMS 
TOUCH ID をタップする

ステップ 3: 7桁の証券口座
番号とパスワードを入力し、
NEXT をタップする

ステップ 4: 有効化が完了

すると、上記のポップアッ
プメッセージが表示される
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はじめに

概要
a. ハンバーガーアイコン

b. ショートカットバー

c. POEMS Mobile 2.0で利用

できるモジュールのリスト

a

b

c
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ウォッチリスト
ウォッチリストは POEMS2.0 と同期します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts | Discover| Economic Calendar

a. ウォッチリストに追加する銘柄名または銘柄コードで銘柄検索

b. ウォッチリストの切り替え （最大10個のウォッチリスト）

c. ウォッチリストの表示をグリッドまたはリストビューに変更

d. コラムおよび銘柄の順序を追加/削除および再配置

e. 異なる商品タイプでフィルタ

f. 可動パネル（左右にスクロールして項目を表示）

g. 銘柄を長押しするとコンテクストメニューが開く

h. ビッド/アスク価格をタップすると取引画面が開く

i. 銘柄をタップすると詳細画面が開く

j. スマートフォンを水平に傾けると横向きモードで表示される

b

d

c

f

ea

g

h

i

j
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Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

ウォッチリスト (銘柄の追加)
ウォッチリストに銘柄を追加する4つの方法

市場のモニター方法

方法 1:基本検索機

能の使用

ステップ 1:ウォッチリ
ストに移動する

ステップ 2:基本検索機能を

使用して、目的の銘柄を検

索する（検索された銘柄リ

ストが表示される）

ステップ 3:目的の銘柄を

タップして選択したウォッ

チリストに追加する

方法 2:詳細画面の使用*

ステップ 1:目的の銘柄を

タップして詳細画面を開く

ステップ 2:ウォッチリスト

に追加をタップする
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Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

ウォッチリスト (銘柄の追加)
ウォッチリストに銘柄を追加する4つの方法

市場のモニター方法

方法 3: コンテクス

トメニューの使用*

ステップ 1:目的の銘柄を長

押しして、コンテクストメ

ニューを開く

ステップ 2:ウォッチリストに追
加を選択する

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。

方法 4:ディスカバー

モジュールの使用

ステップ 1:ハンバーガーアイ

コンをタップしてディスカバー

を選択する

ステップ 2:ウォッチリストを
タップする

ステップ 3: 銘柄を追加する先

のウォッチリストを選択する
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詳細 (エクイティ)
ビッドとアスクの価格、売買高、リアルタイムの株価チャートなど、銘柄の詳細を表示します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales | Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

詳細画面の開き方

方法1:ウォッチリストまたは

変動上位銘柄の使用

ステップ1:

ウォッチリストまたは変動上位銘柄モ

ジュールから目的の銘柄をタップして、

詳細画面を開く

方法2:コンテクストメニューの使用
*
ステップ1:目的の銘柄を長押しして、

コンテクストメニューを開く

ステップ2: 詳細を選択する

c

b

e d

a

f

a. タップして他の銘柄を検

索する

b. 「CPFキー」は、この銘柄

がCPF信託基金の投資

銘柄であることを示す

c. タップすると銘柄の高度なグラフ

が表示される

d. 取引をタップすると取引画面

が開く

e. タップして銘柄の価格ア

ラートを設定する

f. タップして、ウォッチリスト

に銘柄を追加する

左右にスワイプして以下
を表示する

››詳細

››ニュース

››板情報

›› Time and Sales

››銘柄分析

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。
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左右にスワイプして以下を表示する

››概要

››パフォーマンス

››ドキュメント

››RegularSavings Plan（定期貯蓄プラン）

›› FundManagerInfo（ファンドマネジャー情報）

詳細 (ユニットトラスト)
ファンドの詳細を表示します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales | Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

a

c  

d d

g

bb

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

上下にスクロールして、選択したファンドのさまざまな詳細

を確認する

タップして他の銘柄を検索する

タップしてファンドの高度なチャートを表示する

今すぐ取引するをタップしてファンドを購入する

タップしてファンドの価格アラートを設定する

タップしてファンドをウォッチリストに追加する

タップして、比較するファンドを検索する

ef ef
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左右にスワイプして以下を表示する

››詳細

››ニュース

››板情報

詳細 (先物)
FT銘柄の詳細を表示します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales | Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

a.

b.

c.

d.

e.

タップして他のカウンターを検索する

タップしてFT製品の高度なチャートを表示する

取引をタップしてFT製品を売買する

タップしてFT製品をウォッチリストに追加する

選択したFX製品に関連するニュースを検索する

e

c bd

aa

cd
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詳細 (外国為替)
FX銘柄の詳細を表示します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales | Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

b  

c c

e

aa

a.

b.

c.

d.

e.

タップして他の銘柄を検索する

タップしてFX製品の高度なチャートを表示する

タップしてFX製品を取引する

タップしてFX製品をウォッチリストに追加する

選択したFX製品に関連するニュースを検索する

d d
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Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

チャート
リアルタイムストリーミングチャート、カスタマイズ可能な設定、テクニカルインジケーター

市場のモニター方法

f

a b c d

チャートの開き方

方法1:コンテクストメニューの使用

ステップ1:目的の銘柄を長押しして、

コンテクストメニュー*を開く

ステップ2: チャートを選択する

方法2:詳細画面*の使用

ステップ 1:目的の銘柄をタップして詳

細画面を開く

ステップ2: 拡大アイコンをタップして、

チャート全体を横向きで表示する

g

e

a. 時間足の変更 b. 表示期間の変更 c. インジケーターの追加 d. チャート設定の変更

e. [取引]  をタップして取引画面を開く f. チャート設定を保存 g. 右から左にスワイプしてチャートを動かす

*コンテクストメニューは、ウォッチリストと変動上
位銘柄のモジュールで開くことができます。
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変動上位銘柄
上位の売買高と最も活発な動きのある株式を表示します
（銘柄とファンドは強気筋から弱気筋の順に並べられます）。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart| TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

a. 証券取引所による株式のフィルタ

b. エクイティまたはユニットトラストの切り替え

c. 変動上位銘柄の表示をヒートマップまたはリストビューに変更

d. 商品タイプによる株式のフィルタ

e. 変動上位、市場指数、またはSTIコンポーネントでフィルタ

f. 変動値や変動率などの追加基準を追加

g. 銘柄をタップして、詳細画面に移動

h. カウンターを長押ししてコンテキストメニューを開く

変動上位銘柄の表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: 変動上位銘柄を選択する

a

f

c

d

b

e

g

h
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方法1:コンテクストメニューの使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコン

テキストメニューを開く

ステップ2: 板情報を選択する

方法2:詳細画面の使用*

ステップ1:目的の銘柄長押しして詳細

画面を開く

ステップ2: 板情報を選択する

b

a

c

a.各株価での売買数量を合計した買/ 売注文

の数**

b.異なる株価での買数量
c.異なる株価での売数量

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストおよび変動上位銘柄モジュールを
介して開くことができます。
**注：拡張板情報は現在、SGXでのみ利用可能です

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth | TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

板情報
SGX およびHKExでの取引の売買価格の全リストを表示します。

板情報の表示方法
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Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| Timeand Sales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

Time and Sales（タイム&セールス）
特定銘柄の約定時間と取引データを表示します。

Timeand Salesの表示方法

市場のモニター方法

a. 下にスクロールして、最近の約定時間と売上情報を表示する

b. 矢印をタップして、過去の約定時間と売上情報を閲覧する

方法1:コンテクストメニューの使用
*
ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコン

テキストメニューを開く

ステップ2: Time and Sales を選択する

方法2:詳細画面の使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押しして詳細画

面を開く

ステップ2: Time and Sales を選択する

a

b

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリス
トと変動銘柄上位モジュールで開くことができま
す。

19



市場のモニター方法

左右にスワイプして以下を
表示する

››基本的な株式情報
››財務概要
››事業概要
››アナリストの予想

Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| TimeandSales| StockAnalytics| News | Alerts| Discover| Economic Calendar

銘柄分析
Phillip の銘柄分析は上場企業のファンダメンタルズ、評価、および経営成績に関する洞察を提供します。

銘柄分析の表示方法

方法1:コンテクストメニューの使用* 方法2:詳細画面の使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコン

テキストメニューを開く

ステップ2: 銘柄分析を選択する

ステップ1: 目的の銘柄長押しして詳細

画面を開く

ステップ2:銘柄分析を選択する

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。
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ニュース
さまざまなニュースソースや弊社の専門家による調査レポートから収集された最新ニュースを提供します。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News| Alerts| Discover| Economic Calendar

ニュースの表示方法

方法1:コンテキストメニュー

の使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコンテ

キストメニューを開く

ステップ2:ニュースを選択し、選択した

銘柄に関するニュースを表示する

方法3:ハンバーガーアイコ

ンの使用

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: ニュースを選択する

a. ウォッチリストの銘柄に基づき、関連ニュースが自

動表示される

b. タップして、さまざまな商品タイプのニュースを表
示する

c. 銘柄固有のニュースを言語、資産、ソース、件名、
国、業界でフィルタする

d. 銘柄固有のニュースを検索する

e. 上下にスクロールして、他のニュースを表示する

a
b

c

d

e

方法2:詳細画面の使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押しして詳

細画面を開く

ステップ2:ニュースを選択する

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。
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Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth | Time andSales | Stock Analytics| News | Alerts| Discover| Economic Calendar

アラート (価格アラートの設定)
どこにいても、どんなプラットフォームでもアラートを受信できます。最大50個の価格アラートを設定できます。

市場のモニター方法

方法1:コンテクストメニューの使用*

ステップ1: 目的の銘柄を長押ししてコンテキ

ストメニューを開く

ステップ2: アラート設定を選択する

方法2:詳細画面の使用*

ステップ1: 目的の銘柄をタップして詳細画

面を開く

ステップ2: アラート設定を選択する

方法3: Using Alert module

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: アラートを選択する

ステップ3: 希望の銘柄を検索して、価格ア

ラートを追加する

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。
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Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| Time andSales | Stock Analytics| News | Alerts| Discover| Economic Calendar

アラート (価格アラートの設定)
旅行中も問題なく、モバイルプッシュ通知で最新情報を入手できます。

市場のモニター方法

a. 目標の安値および/または高値を入力する

b. ビッド、オファー、現在値のトリガー基準を選択する

c. 変動率や取引高などの基準を追加する

d. 保存 をタップして、価格アラートの設定を完了する

a

c

d

b
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アラート (アラートの表示)
すべての価格アラートはPOEMS2.0と同期します。

方法1:ハンバーガーアイコンの使用 方法2:ショートカットバーの使用

ステップ1:ハンバーガーアイコンの
メニューを表示する ステップ1:ショートカットバー上でアラートを選択する

ステップ2: アラートを選択する

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| Economic Calendar

c d

b

a
e

a. 下にスクロールして、トリガー/アントリガーされたアラートを表示す
る

b. 価格アラートを追加するための銘柄を検索する

c. タップしてアラートを管理する

d. タップしてアラートオプションに移動する

e. アラートを長押しすると、コンテキストメニューが開く

24

「未読」のアラートは太字で表示されます。

左右にスワイプして以
下を表示する

››株価アラート
››注文アラート

››口座アラート

››お知らせアラート



Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics| News | Alerts| Discover| Economic Calendar

ディスカバー
お客様の投資ポートフォリオに基づいて、独自のAIアルゴリズムで算出された銘柄の取引状況が表示され
ます。

市場のモニター方法

ディスカバーの表示方法

方法1:ハンバーガーアイコンの使用

ステップ1:ハンバーガーアイコンを
タップする
ステップ2: ディスバーを選択する

方法2:ヒントバブルの使用

ステップ1: ウォッチリストで利用可能なヒントバ
ブルをタップする a

a. タップして、銘柄詳細を表示する
b. タップして、ウォッチリストに銘柄を追加する
c. 取引をタップして取引画面を開く

b c
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経済カレンダー
最近および今後の主要な出来事を閲覧して、市場を動かすイベントをモニターし、迅速な取引決定
を行います。

市場のモニター方法

Watchlist| Details| Chart | TopMovers| Market Depth| TimeandSales| Stock Analytics | News | Alerts| Discover| EconomicCalendar

経済カレンダーの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: 経済カレンダーを選択する

a. 任意のイベントをタップして詳細を表示する

b. 現在、最近、今後のイベントを表示する

c. ボラティリティ、国、カテゴリでイベントをフィルタ
する

b

a

c
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Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes | UT Basket | RSP| FX Invest

取引
POEMS Mobile2.0の取引画面を開く4つの方法

取引の方法

方法1:取引モジュールの使用

ステップ1: ハンバーガーアイコンまたは

ショートカットバーを使用して取引をタップす

る

ステップ2: 取引したい銘柄を検索する

方法2:コンテキストメニュー

の使用*

ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコ

ンテキストメニューを開く

ステップ2:取引を選択する

方法3:詳細画面*の使用

ステップ1: 目的の銘柄長押しして

詳細画面を開く

ステップ2: 取引をタップする

方法4:ディスカバーモ

ジュールの使用

ステップ1:ハンバーガーア

イコンからディスカバータッ

プする

ステップ2:取引を選択する

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリス
トと変動銘柄上位モジュールで開くことができま
す。
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取引 (エクイティ)
取引ウィジェットの説明

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

a. 注文タイプの選択（商品/市場に

よって異なる）

b. 取引内容の選択（short sell はSGXでのみ

利用可能）

c. 手動で指値を入力

d. フォースキーを有効にする場合はチェックする

e. 決済方法の選択

f. 注文有効期間の選択

g. パスワードの入力

h. 利用可能な現金、売買リミットの表示

i. Buy（購入）をタップすると確認ウィンドウが開く

j. 現在の注文の決済通貨(グット・ティル・

デート の設定は30日まで)

k. 指値と数量に基づく取引価格

l. 手動で数量を入力

o
f

n.

o.

m. タップして前のメニューに戻る

表示されている注文内容を再確認する

送信をタップして続行する

Buy、Sell、ShortSellをタップすると、確認ウィンドウが表示される。

n

h

m
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b

j

c

d

l

k

a

e

i

g



取引 (ユニットトラスト)
取引ウィジェットの説明

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

gb

a

c f

d e

Buy、Sell、ShortSellをタップすると、確認ウィンドウが表示される。

a. 取引内容の選択

b. 希望する投資額を入力

c. 資金源の選択

d. Buy （購入）をタップして確認ウィン
ドウを開く

e.

f.

g.

j.

h. タップしてすると前のメニューに戻る

i.   表示されている注文内容を再確

認する

関連するチェックボックスをオンに

して注文を進める

k.  タップしてファンドの注文を送信する

支払う前にファンドの購入を更に続ける場合

は、バスケットに追加をタップする

配当オプションを選択する

（引き出し/再投資）

決済通貨の選択

h

i

j

k
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取引 (CFD)
取引ウィジェットの説明

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

g

b

a

c
a. 注文タイプの選択

b. 取引内容の選択

c. 手動で指値を入力

d. 注文有効期間の選択

e. パスワードの入力

f. Buy（購入）をタップすると確認ウィン
ドウが開く

g. 手動で数量を入力

h. タップしてすると前のメニューに戻る

i. 表示されている注文内容を再確認す
る

j. タップして銘柄の取引を送信する

h

i

e

d

f
j

Buy、Sellをタップすると、確認ウィンドウが表示される。
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Trade (先物)
取引ウィジェットの説明

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

b

a

c

d

g

e

i

h

f
j

Buy、Sell をタップすると、確認ウィンドウが表示される。
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a. 注文タイプの選択

b. 取引内容の選択

c. 手動で指値を入力

d. 注文有効期間の選択

e. パスワードの入力

f. Buy（購入）をタップすると確認ウィンドウが開く

g. 手動で数量を入力

h. タップしてすると前のメニューに戻る

i. 表示されている注文内容を再確認する

j. タップして銘柄の取引を送信する



Trade (外国為替)
取引ウィジェットの説明

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

i

h

b

a

c

d

e

g

f
j

After tappingonBuy orSell, a confirmationwindowwill appear

32

a. 注文タイプの選択

b. 取引内容の選択

c. 手動で指値を入力

d. 注文有効期間の選択

e. パスワードの入力

f. Buy（購入）をタップすると確認ウィンドウが開く

g. 手動で数量を入力

h. タップすると前のメニューに戻る

i. 表示されている注文内容を再確認する

j. タップして銘柄の取引を送信する



注文状況
注文状況タブで作業中の注文と過去の注文を表示します。

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

a. 当日の注文の表示

b. 注文履歴の表示

c. 注文状況により注文をフィルタ

d. アセットクラスあるいはステータスでグループ化

e. 注文状況

f. 銘柄を長押ししてコンテキストメニューを開く

g. 可動パネル（左右にスクロールして詳細を表示

する）

注文状況の確認方法

方法1:ハンバーガーアイコンの使
用

ステップ1:ハンバーガーアイコンを
タップする

ステップ2: 注文状況を選択する

方法2:ショートカットバーの使用

ステップ1:ショートカットバーから注文状況を
選択する

a b

c

e

d

f

g
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Trade| OrderStatus| Productand OrderTypes| UT Basket | RSP| FX Invest

商品と注文タイプ
POEMS Mobile2.0では15 市場、8商品が取引できます。

取引の方法

34

PRODUCT TYPES ORDER TYPES

1 STOCKS リミット、ストップリミット、リミットイフタッチ、マーケット、MOO、MOC

2 ETF (Exchange Traded Fund) リミット、ストップリミット、リミットイフタッチ、 マーケット、MOO、MOC

3 CFD (Contracts for Difference) リミット、ストップリミット、イフダン、OCO

4 CFD-DMA (CFD-Direct Market Access) リミット、ストップリミット、イフダン、OCO

5 REGULAR FOREX リミット、ストップオンビッド、ストップオンオファー、OCOストップオンビッド、 OCOストップオンオファー

6 MINI FOREX リミット、ストップオンビッド、ストップオンオファー、OCOストップオンビッド、 OCOストップオンオファー

7 FUTURES リミット、ストップリミット

8 UNIT TRUST バスケット注文



UT Basket
UT（ユニットトラスト）バスケットはショッピングカートのように機能し、
1回の取引でファンドを簡単に「チェックアウト」できます。UTバス
ケットには最大5つのファンドを追加できます。

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket| RSP| FX Invest

UT Basketの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップ
する

ステップ2: UT Basketを選択する

e. 注文内容を再確認する

f. 関連するチェックボックスをオンにして注文を
進める

g. 送信をタップして注文を続行する

a. バスケット内のファンドは、決済通貨で仕分けされる

b. タップしてバスケット注文を編集する

c. 可動パネル（左右にスクロールして詳細を表示す

る）

d. チェックアウトをタップして確認ウィンドウを開く

f

チェックアウトをタップすると、確認ウィンドウが表示されます。

e

b

c

d

a

a

g
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UT Basket (バスケットに追加する方法)
UT（ユニットトラスト）バスケットはショッピングカートのように機能し、1回の取引でファンドを簡単
に「チェックアウト」できます。UTバスケットには最大5つのファンドを追加できます。

バスケットに銘柄を追加する方法

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes| UT Basket| RSP| FX Invest

方法1:コンテクストメニュー*の使用

ステップ1: 目的の銘柄長押ししてコンテキストメ

ニューを開く

ステップ2: Buy / Sell / Switch / RSP を選択する

ステップ3:今すぐ取引するをタップする

ステップ4:バスケットに追加をタップする

方法2:詳細画面*の使用

ステップ1:目的の銘柄長押しして詳細画

面を開く。

ステップ2:今すぐ取引するをタップする

ステップ3:バスケットに追加をタップ
する

a

b

c

f

e

d

*コンテキストメニューと詳細画面は、ウォッチリストと
変動銘柄上位モジュールで開くことができます。

36

a. アクションタイプを選択

b. 希望する投資額を入力

c. 資金源を選択

d. 決済前にファンドの購入
を更に続ける場合はバス
ケットに追加をタップする

e. 配当オプションの選択（引
き出し/再投資）

f. 決済通貨を選択



FX Invest
当社の取引プラットフォームで利用できる多種多様なグローバルアセットクラ
スの取引にあたり、複数通貨のポートフォリオを管理します。

取引の方法

Trade| OrderStatus| ProductandOrderTypes | UT Basket | RSP| FX Invest

a. ウォッチリストを表示する（最大5個のウォッチリスト）

b. ウォッチリストを編集する

c. ビッドとオファーの価格をタップして、通貨換算を選択する

d. 可動パネル（左右にスクロールして詳細を表示する）

e. タップして異なる履歴期間を切り替える

f. トランザクションの展開/折りたたみの切り替え

g. 口座情報の表示

h. 先物取引口座固有に利用可能な資金

i. タップして資金を引き出す（資金がゼロまたは制限された通貨の場合は

グレー表示され、引き出すことはできません）
FX Investの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンを
タップする。

ステップ2: FX Investを選択する

ih

a

c

b

FX Invest (Rates)
レート

FX Invest (Transaction History)
トランザションの履歴

d

f

f

d

e g
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FX Invest (Equity Balance)

エクイティ残高



Portfolio| LivePositions | OutstandingPositions | TransactionHistory| OnlineForms

ポートフォリオ
保有している投資を管理し、アセットクラスごとにポートフォリオの内訳を表示します。

ポートフォリオの表示方法

口座の管理方法

方法1:ハンバーガーアイコンの使
用

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする。

ステップ2: ポートフォリオを選択する

b

c

d

e

f

a

g
a. アセットクラスごとのポートフォリオの概要

b. タップして株式の口座詳細、保有状況、実現損益を表示する

c. タップしてSBPの口座詳細と保有状況を表示する

d. タップしてCFDの口座詳細とポジション表示する

e. タップして先物/外国為替の口座詳細とポジションを表示する

f. タップしてユニットトラストの口座詳細と保有状況を表示する

g. 口座全体の現在のポートフォリオの合計残高

方法2:ショートカットバーの
使用

ステップ1: ショートカットバーからポート
フォリオを選択する
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ポートフォリオ
保有している投資を管理し、アセットクラスごとにポートフォリオの内訳を表示します。

ポートフォリオ (口座詳細) ポートフォリオ(保有状況)

口座の管理方法

Portfolio| LivePositions| OutstandingPositions | TransactionHistory| OnlineForms

a. 異なるアセットクラスの切り替え c. 月でフィルタb.可動パネル（左右にスクロールして詳細を表示する）

c

bb

a a a

ポートフォリオ(実現損益)
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口座の管理方法

a

注:

キャッシュプラス/マージン/プリペイドカストディアン口座の場合は、ライ

ブポジションで既存の純保有（決済済みポジション+決済待ちポジショ

ン）を表示できます。

キャッシュプラス/マージン/プリペイドカストディアン口座をお持ちで

ない場合は、日中の取引のみがここに表示されます。

*ベータ版とは、モジュールがまだ開発段階にあり、最終バージョンではないことを意味します。

b

c

Portfolio| Live Positions| OutstandingPositions| TransactionHistory| OnlineForms

ライブポジション (ベータ版*)
エクイティ取引および/または純保有のライブ損益パフォーマンスの概要

ライブポジションの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: ライブポジションを選択する

a. タップして、日中、決済済みポジ

ション、未決済ポジションでフィル

タする

42

b.可動パネル（左右にスクロール

して詳細を表示する）

c.その日に完了した注文のみを表示

（金額には手数料は含まれない)



決済待ちポジション
支払い期限のある取引の決済待ちポジション

口座の管理方法

Portfolio| LivePositions| OutstandingPositions| TransactionHistory| OnlineForms

a

e

fd

g

決済待ちポジションの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする
ステップ2: 決済待ちポジションを選択する

取引履歴の表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンを
タップする
ステップ2: 取引履歴を選択する

取引履歴
口座の取引、入出金に関する情報を表示します。

b

c

a. タップして、日ごとに決済待ちポジションを拡大
または縮小する。

b. 目的の銘柄をタップしてポジションの詳細を開く。
43

d. 銘柄でフィルタする

e. アセットクラスでフィルタす
る。

f.月でフィルタする。

g. タップして、通貨ごとに

取引履歴を拡大または縮

小する。

c. 銘柄を長押しして、コンテキストメニューを開く。



オンラインフォーム(引き出し)
引き出し、通貨換算、アクティベーション、履歴のオンラインフォーム

口座の管理方法

Portfolio| LivePositions| OutstandingPositions| TransactionHistory| OnlineForms

オンラインフォームの表示方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする
ステップ2: Online Formsを選択する

b

a

c

d

f

e

a. タップして異なるアセットクラスを選択する

b. 通貨と引き出し金額を選択する

c. 引き出し (withdraw) を選択する

d. このリクエストを処理する日付を選択する

e. コメントを入力する

f. パスワードを入力して続行する

g. 送信をタップして確認ウィンドウを開く

h. 確認をタップして引き出しリクエストを送信
する

g

h
送信をタップすると、確認ウィンドウが表示されます。
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オンラインフォーム(通貨換算)
引き出し、通貨換算、アクティベーション、履歴のオンラインフォーム

口座の管理方法

Portfolio| LivePositions| OutstandingPositions| TransactionHistory| OnlineForms

POEMSは複数通貨機能を提供しています。

複数通貨を購読する場合は、オプトインを有
効にして、送信をタップします。

b

c

e

d

f

a

g
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a. タップして異なるアセットクラスを選択する

b. 金額換算を選択する
c. 換算したい元金額、あるいは換算先の金
額を入力する

d. このリクエストを処理する日付を選択する
e. コメントを入力する
f. パスワードを入力して続行する
g. 送信をタップして変換を続行します



Settings| POEMSDigitalToken| LoginandPassword| AppPreference| Alert| News

設定
設定で機能および表示の設定を変更します。

プラットフォームのカスタマイズ

設定の展開方法

ステップ1:ハンバーガーアイコンをタップする

ステップ2: 設定を選択する

a

b

c

d

e  

f

d. アプリ設定のカスタマイズ

e. アラートのカスタマイズ

f. ニュースオプションの変更
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a. POEMS DigitalTokenの有効化/無効化

b. メールアドレスと携帯電話番号のアップ
デート

c. セッションタイムアウト期間の設定とパス
ワードの変更



プラットフォームのカスタマイズ

Settings| POEMSDigital Token | LoginandPassword| AppPreference| Alert| News

POEMS Digital Token
POEMSの取引プラットフォームへの不正アクセスからユーザーを保護するために、POEMS Mobile 2.0にはデジタルセキュリティトークンが埋め込
まれています。

POEMS Digital Tokenの有効化 POEMS Digital Tokenの無効化

ステップ 1:アクティベーションコードの受け取り方法を選択する

ステップ2:次の画面で2分以内にコードを入力すると、POEMS Digital

Tokenが有効化される

ステップ1: X を選択して、選択したデバイスでPOEMS Digital

Token を無効化する

ステップ2:削除の確認ウィンドウで続行を選択する

a. X をタップすると確認ウィンドウが表示され

る

a

a. クリックしてPOEMS DigitalTokenのFAQ または利用規約を参照す
る

a
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ログインとパスワード
セッションタイムアウト期間の設定とパスワードの変更

プラットフォームのカスタマイズ

Settings| POEMSDigitalToken| Login and Password| App Preference| Alert| News

アプリ設定
好みのテーマ、言語、フォントサイズの設定

a

b

c

d

e

a. ONにすると、ログイン

時に証券口座番号が

記憶される

b. ONにすると、Touch ID

でログインできるように

なる

c. アプリが「ログアウト」す

る期間を選択する

d. アプリがすべての取引画

面でパスワードの入力を

求めようにする場合は、

オンにする

e. パスワードの変更

f. アプリへのログイン時の最初のラ

ンディング画面の選択

g. アプリの言語の選択

h. フォントサイズの変更

i. ONにすると、ショートカットバーが
有効になる

j. ショートカットバーのカスタマイズ

f

g  

h

i

j

k
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アラート
設定アラートを構成します。

プラットフォームのカスタマイズ

Settings| POEMSDigitalToken| LoginandPassword| AppPreference| Alert

個々ののアラート:

››価格アラート

››注文アラート

››ディスカバーアラート

a

b

a. ON して、価格、注文、ディスカバーのアラートを受信する

b. アラートを個別にカスタマイズする
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