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１． ログイン画面

オアシスのログイン画面です。

ログイン画面 URL ： https://members.okachi-oasis.com/

①お客様のログインID／パスワードを
半角・英数字で入力。

②チェックを入れておくと、
次回画面を開いたときに、
ログインIDの入力が省けます。

③ログインボタンをクリックで
ログインできます。

お客様へのお知らせですので、
必ずご覧下さい。

１．ログイン画面

https://members.okachi-oasis.com/


２． 操作メニュー ①

オアシスの画面上部のメニューです。

マウスを当てると以下のような表示になります。

各メニュー説明 メンバートップ画面です。
お客様へのお知らせや口座情報及びポジション状況が表示されます。

各銘柄、限月での必要証拠金一覧画面が表示されます。

お客様情報の変更依頼フォーム画面が表示されます。

チャートの表示方法について、マニュアル画面が表示されます。

オアシスの操作マニュアルページが表示されます。

サーキットブレーカーが発動された履歴画面が表示されます。

問い合わせメールを送る事が出来ます。

お客様の口座情報（資金）と預り有価証券の閲覧と、
現在保持している建玉の情報が表示されます。

クイック入金が行えます。

出金依頼、入金通知、振替依頼が行えます。

売買履歴の閲覧が行えます。

口座履歴の閲覧が行えます。

入出金履歴の閲覧が行えます

各帳票出力が行えます。

２．操作メニュー

オアシスに意見や要望を送る事が出来ます。



各メニュー説明

２． 操作メニュー ②

新規注文が行えます。

仕切注文が行えます。

注文の取り消しが行えます。

指値注文の変更が出来ます。

確認画面を省略して
新規・仕切注文が行えます。
複数同時発注が行えます。

同時に複数の仕切注文が行えます。

IFO注文が行えます。

OCO注文が行えます。

ワンクリックで新規・仕切注文
を成行で発行できます。

注文の一覧が表示されます。
過去の注文も表示する事が
出来ます。

サヤ注文が行えます。

相場（価格）情報が
リアルタイムで参照できます。

ザラバ銘柄の気配値が
リアルタイムで参照できます。

設定された銘柄の現在値を
リアルタイムで参照できます。

ティック、N分、日、週、月の
チャートを閲覧できます。

サヤ相場表が
リアルタイムで参照できます。

お客様の今現在の口座情報を元に、仮の新規や仕切のシミュレーションが行えます。

時事通信社 提供のニュースが表示されます。

値洗い通知や現在値通知などのメール・メッセージの設定が行えます。

ログインパスワードの変更が行えます。

注文時に選択可能な銘柄を設定できます。

枚数、執行条件のデフォルトを設定できます。

カスタマイズ画面のレイアウトを設定できます。

登録メールアドレスの変更が行えます。

パネルに表示する銘柄を設定できます。

相場表・気配値・チャート・口座情報の更新間隔を設定できます。

カスタマイズ画面を
表示します。

ログアウトします。

２．操作メニュー



２．操作メニュー

２． 操作メニュー③

オアシスの画面左部のメニューです。スマートフォン/タブレットでPC版オアシスを使用時に、機種によって通常の上部メニューが反応しない場合は

こちらのメニューをご利用ください。

青色のボタンをクリック
すると各メニューの
内容が表示されます。

各メニューの内容は
操作メニュー①②と
同じです。

画面の拡大表示ができます。
拡大するサイズは
等倍・1.5倍・2倍の
3種類が選べます。

オアシスのロゴをクリックすると
左メニューが表示されます。



３－１． TOP / お知らせ

証拠金不足、追証の発生、当限納会玉の
お知らせなど
お客様ごとのお知らせが表示されます。

証拠金についての
お知らせが表示されます。

過去のお知らせを
参照する事が出来ます。

お知らせ欄です。

お客様の口座情報の明細です。
"更新"ボタンを押すと最新情報に
更新されます。

お客様の保有ポジションの一覧です。
"更新"を押すと最新の情報に更新されます。

大きなウインドウでログインした場合、
画面下部にパネルが表示されます。
表示内容は"６－３．パネルの表示方法"と同じです。
"９－７．パネル設定画面"で設定した銘柄が
表示されます。

"TOP"メニューもしくは、"TOP"―"お知らせ"をクリックすると、以下のメンバートップ画面が表示されます。

３．TOP

ドバイ原油



３－２． 証拠金一覧

"TOP"―"証拠金一覧"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

表示する商品種別を切り替えられます。

各銘柄の下段に
取引時間が表示されています。

各銘柄及び限月毎に、お取り引きに必要な証拠金の情報が表示されます。

※ 証拠金は相場の状況等により変動します。
常に確認していただきますようお願いします。

３．TOP



３－３． 届出事項の変更

"TOP"―"届出事項の変更"をクリックすると、以下のメンバートップ画面が表示されます。

現在のIDとお名前を入力します。
※必須事項ですので、必ず入力してください。

変更したい項目を選択します。
（これらの変更には「通知書」が必要です。ご依頼後「通知書」を郵送致します。）

変更の内容を入力します。

全て入力後、確認を押します。

３．TOP



３－４． CB発動回数

"TOP"―"CB発動回数"をクリックすると、サーキットブレーカーの発動回数が表示されます。

当営業日中に発生した累計回数

直近の発生日時

３．TOP



３．TOP

３－５． ご意見・ご要望

"TOP"―"ご意見・ご要望"をクリックすると、OASISへのご意見・ご要望記入画面が表示されます。

お客様のIDとお名前（苗字・名前）をご記入してください。
※必須項目ですので、必ず入力してください。

記入する内容にチェックを入れてください。
※複数選択可

"確認"を押すと以下の画面が表示されます。
記入した内容で問題なければ"送信"を押してください。



４－１． 預り証拠金

"口座情報"メニューもしくは、"口座情報"―"預り証拠金・建玉一覧"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

お客様の口座情報の明細です。
"更新"を押すと最新の情報に更新されます。

お客様からお預かりしている有価証券の明細です。
"更新"を押すと最新の情報に更新されます。

お客様が保有している建玉の一覧です。

次ページで詳しく説明します。

お客様の口座履歴の一覧です。

"４－５．口座履歴"で詳しく説明します。

４．口座情報

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油



４－２． 建玉一覧

建玉一覧では"建玉一覧" "ポジション一覧" "銘柄別建玉一覧" の三つが参照できます。

"更新"ボタンで最新の状態を表示します。
下線が付いている項目はクリックすることで
並び順の変更ができます。

銘柄で絞り込む事ができます。
お客様が建玉をお持ちの銘柄から
選択できます。

この建玉一覧画面は、
"９－３．銘柄選択画面"画面内で
選択された銘柄のみが表示されます。

"ポジション一覧"をクリックすると、
ポジション一覧の画面に切り替わります。
選択されている銘柄の限月毎の総数が
表示されます。

"銘柄別建玉一覧"をクリックすると、
銘柄別建玉一覧の画面に切り替わります。
選択されている銘柄の建玉一覧が
表示されます。

４．口座情報

中京ローリーガソリン

中京ローリーガソリン

中京ローリーガソリン

バージ灯油



４－３． クイック入金 ①

"口座情報"―"クイック入金"をクリックすると、クイック入金の画面が表示されます。

（１）クイック入金とは

・振込手数料が無料
・２４時間いつでも振り込み可能
・振込後はリアルタイムでオアシスの預り証拠金に反映される

※『クイック入金』には、提携金融機関のネットバンキングの契約が必要です。
※提携金融機関は以下の銀行のみとなります。
三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行

（２）クイック入金の操作方法

パソコンからオアシスにログイン出来れば、銀行やコンビニに行く事も無く、深夜でも入金手続きが出来ます。
手続きが正しく完了すれば、即座にお取引が可能です。下記の操作方法をご覧ください。

①クイック入金を利用する銀行を
左のロゴ画像からクリックしてお選び頂きます。

②選択した銀行からオアシスへ振り込む
金額をご入力ください。

③確認ボタンを押しますと、画面が
確認画面に変わります。

④確認画面で振込金額、ご利用銀行が
間違いないかどうかを確認してください。

次ページへ

① ②

③

４．口座情報



４－３． クイック入金 ②

※別画面がポップアップします。
クイック入金についての注意事項が表示されますのでご確認ください。

⑤のボタンをクリックすると、各金融機関のページに移動します。

※ポップアップブロックをご利用の方は
銀行画面に移動出来ない場合があります。
ポップアップブロックの設定を解除して下さい。

クイック入金の注意事項

１、オアシスの口座名義と同一の振込名義でなければ、入金を受付できません。
異なる振込名義からご入金された場合、入金手続きを取消させて頂く場合がございます。

２、クイック入金の手続きの手順や、ご利用の各金融機関の状況等、お客様のご利用環境や通信環境によっては、
オアシスの口座への入金反映時間が遅れる場合もございます。

３、クイック入金の手続き完了後、ご利用の各金融機関の画面を閉じる際には、
必ず「加盟店（ショップ）に戻る」ボタンをクリックしてください。（ボタン名は金融機関により異なります）
このボタンのクリック以外の方法でウィンドウを閉じた場合、お客様の入金は正常に反映されません。
正しくクイック入金のお手続きが完了しますと、お客様のオアシスの口座に即座に反映します。

クイック入金の詳細は下記ページを参照してください。各金融機関ごとの詳細な手順もございます。
https://www.okachi.jp/personal/online/rule/quick_nyukin.php

４．口座情報

https://www.okachi.jp/personal/online/rule/quick_nyukin.php


４－４． 入出金振替依頼

"口座情報"―"入出金振替依頼"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

出金依頼
①ご出金されたい金額を入力し、

"確認"ボタンを押してください。
②次に入力内容の確認画面が表示されますので、
内容をご確認頂き"出金依頼"ボタンを押してください。
③システムが出金依頼を 受け取りますと、
受付番号と内容が表示されます。これで完了です。

※当社営業日午後４時までに依頼を頂くと、
翌営業日に出金されます。
尚、帳尻損金がある場合は、
自動的に預り証拠金から振替を行います。

入金通知
①入金通知タブ①お振込み頂いた金額を入力し、

"確認"ボタンを押してください。
②次に入力内容の確認画面が表示されますので、
内容をご確認頂き"入金通知"ボタンを押してください。
③システムが入金通知を受け取りますと、
受付番号と内容が表示されます。これで完了です。

※実際のご入金が確認取れ次第、口座情報へ反映されます。
尚、特にお客様より指示が無い場合、
ご入金は預り証拠金（現金）として、ご入金致します。

振替依頼
①区分を選択後、振り替えを行いたい金額を入力し、

"確認"ボタンを押してください。
②次に入力内容の確認画面が表示されますので、
内容をご確認頂き"振替依頼"ボタンを押してください。
③システムが出金依頼を 受け取りますと、
受付番号と内容が表示されます。これで完了です。

※振替に関しては、即時に処理が行われます。

４．口座情報



４－５． 口座履歴

"口座情報"―"口座履歴"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

表示したい年月を選択して"照会"を
押してください。

表示されている内容が
CSV形式でダウンロードできます。

毎日の、
"預り現金"
"預り証券"
"帳尻金"
"引け後値洗い"
"本日入金額"
"本日出金額"
"証券入庫額"
"証券出庫額"
が、月別日単位で一覧表示されます。

表示したい年月日を選択してください。
本日 ：本日の履歴が表示されます。
成立営業日：FROM～TOに入力した期間の

履歴が表示されます。

表示されている内容が
CSV形式でダウンロードできます。

絞り込みたい銘柄を選択してください。

"口座情報"―"売買履歴"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

４－６． 売買履歴

４．口座情報



"口座情報"―"入出金履歴"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

４－７． 入出金履歴

１ヶ月単位で絞り込む事ができます。

取引区分で絞り込む事ができます。

指定した期間での総入金額と
総出金額が表示されます。

表示されている内容がCSV形式で
ダウンロードできます。

４．口座情報



"口座情報"―"売買報告書"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

４－８． 売買報告書

カレンダー上の日付をクリックすると
「売買報告書及び売買計算書」が表示されます。
売買を行った日付がクリックできるようになっています。

出力する年月を選択すると残高照合通知書が表示されます。

"口座情報"―"残高照合通知書"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

４－９． 残高照合通知書

４．口座情報



"口座情報"―"損益証明書"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

４－１０． 損益証明書

出力対象期間を設定後、"出力"ボタンを押すと
損益証明書が表示されます。

出力対象期間の入力欄をクリックすると、
カレンダーが表示されます。
カレンダーより出力する期間を設定してください。

４．口座情報



"取引"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

５－１． 新規注文

①新規……………… 新規注文が行えます。
②仕切……………… 仕切注文が行えます。
③特殊……………… 特殊注文が行えます。

※（一括建落、IFO、OCO、サヤ、限月別仕切）
④DAYTRADE………… 新規/仕切注文がスピーディーに行えます。
⑤複数仕切………… 複数仕切注文が行えます。
⑥取消・変更……… 注文の取消・変更が行えます。
⑦クイック………… クイック注文が行えます。
⑧一覧……………… 下図の一覧表示画面が開きます。

通常新規注文・ストップ新規注文の切り替えを行います。

相場表・気配値・チャートを表示します。

注文中の一覧・建玉明細・ポジション一覧を表示します。

５．取引



"取引"をクリック、または"取引"―"新規注文"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

５－２． 通常新規注文

①銘柄を選択後、
・限月（有効な限月のみ表示されます）
・売／買
・注文枚数
・執行区分
・指値値段（指値、引指選択時のみ）
・有効期限（指値LO-FaS選択時のみ）
を選択又は入力してください。
入力後、"注文確認"ボタンを
押して下さい。

多彩な執行区分が選択出来ます。
・指値（LO-FaS）
・成行（MO-FaK）
・引指（引板合わせのみ有効）
・引成（引板合わせのみ有効）
・指値（LO-FaK）
・指値（LO-FoK）
・成行（MO-FoK）
・対当値段条件付き（FaS）
・対当値段条件付き（FaK）
・対当値段条件付き（FoK）

“説明”ボタンを押すと、執行区分の
解説画面が開きます。

②入力後の確認画面です。
内容を確認後、"注文"
ボタンを押すと注文が
送信されます。

③システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

５．取引



５－３． ストップ新規注文 ①

①銘柄を選択後、
・限月（有効な限月のみ表示されます）
・売／買
・注文枚数
・執行区分
・指値値段（ストップ指値選択時のみ）
・監視区分
・監視値段
・条件区分
・有効期限
を選択又は入力してください。
入力後、"注文確認"ボタンを
押してください。

以下の執行区分が選択出来ます。
・ストップ指値（SO-LO-FaS）
・ストップ成行（SO-MO-FaK）
逆指指値だけ指定値段を入力します。

“説明”ボタンを押すと、執行区分の解説画面が開きます。

②入力後の確認画面です。
内容を確認後、"注文"
ボタンを押すと注文が
送信されます。

③システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

"取引"をクリック、または"取引"―"新規注文"をクリックすると、"ストップ（新規）"タブをクリックすると以下の画面が表示されます。

５．取引



“注文中一覧”の“執行区分”(ストップ～)をクリックしてください。
下図のような小さな画面が開き、注文内容が確認できます。

５－３． ストップ新規注文 ②

ストップ注文の注文内容を確認、変更・取消については以下のようになります。

"取引"をクリックすると以下の画面になります。

●注文確認

●注文変更・取消

ストップ注文では注文の変更は行えません。
お手数ですが、注文の取消をし、再度注文を行ってください。

注文の取消は"５－１７－２．注文取消の方法"を参照してください。

５．取引



"取引"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

５－４． 注文中一覧・建玉明細・ポジション一覧表示画面

②建玉明細表示

建玉の明細を表示します。

③ポジション一覧表示

各銘柄限月毎に
ポジション枚数を
集計表示します。

①注文中一覧

注文中の一覧を
この画面で確認できます。

５．取引

バージガソリン

バージガソリン



"取引"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

５－５． 相場表・気配値・チャート表示画面

①相場表表示
銘柄一覧で表示された
銘柄の相場表を表示します。
価格は自動で更新されます。

②気配値表示
銘柄一覧で選択された
銘柄の気配値を表示します。
右列に買枚数が赤で、
左列に売枚数が青で
表示されます。

③チャート表示
銘柄一覧で選択された
銘柄のチャートを
表示します。
・月足
・週足
・日足
・１分足
・５分足
・１０分足
・１５分足
・３０分足
・６０分足
・１２０分足
・２４０分足
・Tickチャート

５．取引



"取引"―"仕切注文"をクリック、または"取引"をクリックして"仕切"タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

５－６． 仕切注文

通常仕切注文・ストップ仕切注文の切り替えを行います。

相場表・気配値・チャートを表示します。
（※新規注文と同様です）

建玉明細、ポジション一覧、注文別仕切、限月別仕切、
注文中一覧を表示します。

５．取引



５－７． 通常仕切注文

①下部の建玉明細で対象銘柄を選択すると
銘柄、限月,売買区分が選んだ建玉の内容で表示されます。
・注文枚数
・執行区分
・指値値段（指値、引指選択時のみ）
・有効期限（指値LO-FaS選択時のみ）
を選択又は入力してください。
入力後、"注文確認"ボタンを
押してください。

建玉明細

②通常仕切注文入力後の確認画面です。
内容を確認後、"注文"ボタンを押すと
注文が送信されます。

③システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

"取引"―"仕切注文"をクリック、または"取引"をクリックして"仕切"タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

５．取引

多彩な執行区分が選択出来ます。
・指値（LO-FaS）
・成行（MO-FaK）
・引指（引板合わせのみ有効）
・引成（引板合わせのみ有効）
・指値（LO-FaK）
・指値（LO-FoK）
・成行（MO-FoK）
・対当値段条件付き（FaS）
・対当値段条件付き（FaK）
・対当値段条件付き（FoK）

“説明”ボタンを押すと、執行区分の
解説画面が開きます。



５－８． ストップ仕切注文 建玉明細

①下部の建玉明細で対象銘柄を選択すると
・銘柄
・限月
・売買区分
以上は選んだ建玉の内容で表示されます。
・注文枚数
・執行区分
・指値値段（ストップ指値選択時のみ）
・監視区分
・監視値段
・条件区分
・有効期限
を選択又は入力してください。
入力後、 "注文確認"ボタンを
押してください。

②ストップ仕切注文入力後の確認画面です。
内容を確認後、"注文"ボタンを押すと
注文が送信されます。

③システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

ストップ仕切注文の確認・変更・取消については
ストップ新規注文と同じです。
"５－３．ストップ新規注文②"を参照してください。

５．取引

以下の執行区分が選択出来ます。
・ストップ指値（SO-LO-FaS）
・ストップ成行（SO-MO-FaK）
逆指指値だけ指定値段を入力します。

“説明”ボタンを押すと、執行区分の解説画面が開きます。



５－９． 仕切注文時表示画面

①建玉明細表示

建玉の明細を
一覧で表示します。

②ポジション一覧表示

各銘柄限月毎に
ポジション枚数を
集計表示します。

③注文別仕切表示

注文別の仕切注文を
一覧で表示します。

④注文中一覧表示

注文中の仕切注文を
一覧で表示します。

"取引"―"仕切注文"をクリック、または"取引"をクリックして"仕切"タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

相場表、気配値、チャートは
新規注文と同じです。

５．取引

ドバイ原油



"取引"クリック後に"特殊"― "一括建落"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面の機能は、同一銘柄の新規注文及び、新規注文成立後に自動的に発注される仕切注文を同時に出すものです。

５－１０． 特殊注文－ 一括建落注文

口座情報・注文一覧、
相場表・チャートを
表示できます。

新規注文を入力する欄です。

新規注文に対する
仕切注文を入力する欄です。

お客様の口座情報の明細です。"更新"ボタンを押すことで
最新の情報に更新されます。

銘柄を選択します。

一括建落注文の具体的な注文方法は次ページで説明しています。

５．取引



５－１０－１． 特殊注文－ 一括建落注文の出し方

チェックを入れてください。

①新規注文（１段目）の条件を入力してください。

②仕切注文（２段目）の条件を入力してください。

新規注文の成立値からプラスXX円、または
マイナスXX円という条件が指定できます。

仕切注文が有効期限までに成立しない
場合の扱いを指定します。

③"注文確認"ボタンを押してください。

④注文内容の確認画面が表示されます。
内容を確認の上、"注文"ボタンを押してください。

⑤システムが正常に注文を受付けた場合、
受付番号が表示されます。

本画面では、一括建落注文の注文方法を説明しています。

５．取引



"取引"―"ザラバＩＦＯ" 、または"取引"クリック後に"特殊"―"ザラバＩＦＯ"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面の機能は、新規注文で成立した後の建玉の値段がXX円上がった、またはXX円下がったとき、どちらの場合でも自動的に仕切注文を出す機能です。

５－１１． 特殊注文－ ザラバIFO注文

②新規注文の成立値よりプラスXX円に
なったら仕切るという条件を入力して
ください（２段目）

④新規注文の成立値よりマイナスXX円に
なったら仕切るという条件を入力して
ください（４段目）

①新規注文（１段目）の
条件を入力してください。

⑤"注文確認"ボタンを押してください。

⑥注文内容の確認画面が表示されます。
内容を確認の上、"注文発行"ボタンを押してください。

⑦システムが正常に注文を受付けた場合、
受付番号が表示されます。

５．取引

③仕切枚数（３段目）を入力してください。



"取引"―"ザラバOCＯ"、または"取引"クリック後に"特殊"―"ザラバOCＯ"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面の機能は、既存の建玉の値段が上がってXXX円になった、または下がってXXX円になったとき、どちらの場合でも自動的に仕切注文を出す機能です。

５－１２． 特殊注文－ ザラバOCO注文①

①注文対象となる建玉を選択します。

③値段が上がった場合の仕切注文（２段目）の
条件(発注値段)を入力してください。

④値段が下がった場合の仕切注文（４段目）の
条件(発注値段)を入力してください。

⑤"注文確認"ボタンを押してください。

"計算"ボタンを押すと、仮損益を再計算します。

"計算"ボタンを押すと、仮損益を再計算します。

次ページに続く

５．取引

②仕切枚数を入力してください。

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油

建玉を未然に防ぎ防御する
睡魔に対して攻撃をする



５－１２． 特殊注文－ ザラバOCO注文②

⑥注文内容の確認画面が表示されます。
内容を確認の上、"注文発行"ボタンを押してください。

⑦システムが正常に注文を受付けた場合、
受付番号が表示されます。

５．取引

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油



"取引"―"サヤ注文"、または"取引"クリック後に"特殊"―"サヤ注文"をクリックすると以下の画面が表示されます。

５－１３． 特殊注文－ サヤ注文

サヤ新規注文、またはサヤ仕切注文を
入力する画面です。

お客様の口座情報の明細です。
"更新"ボタンを押すことにより、
最新の情報に更新されます。

サヤ注文の具体的な注文方法は次ページで説明しています。

５．取引



５－１３－１． 特殊注文－ サヤ新規注文

①銘柄/限月を指定してください。

③条件の入力が終了したら、
"注文確認"ボタンを押してください。

④仕切注文の内容を確認します。
"注文"ボタンをクリックすることでサヤ新規注文が行えます。

⑤システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了”ボタンで最初の画面に戻ります。

本画面では、サヤ注文を新規で出すことができます。

５．取引

②売買区分を入力してください。
上段で指定した売買区分の反対の区分が
下段に自動的に反映されます。



５－１３－２． 特殊注文－ サヤ仕切注文

④仕切注文の内容を確認します。
"注文"ボタンをクリックすることでサヤ仕切注文が行えます。

⑤システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

①仕切りたい注文にチェックを入れます。

②仕切条件を入力します。

③条件の入力が終了したら、
"注文確認"ボタンを押してください。

本画面では、サヤ注文を仕切ることができます。

５．取引



"取引"―"DAYTRADE"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面では、新規/仕切注文がスピーディーに行えます。

５－１４． DAYTRADE

新規注文を入力する箇所です。
※スピーディーな注文を可能とするため、
確認画面は出ませんので、ご注意ください。

仕切注文を入力する箇所です。
※スピーディーな注文を可能とするため、
確認画面は出ませんので、ご注意ください。

DAYTRADEの具体的な注文方法は次ページで説明しています。

５．取引

ドバイ原油



５－１４－１． DAYTRADEの出し方

取引銘柄を選択して、注文を入力したい行を
チェックしてください。

限月/売買/注文枚数/執行区分/指値
指定値段を入力してください。
なお執行区分は、"新規注文"と同様です。

入力が終わりましたら、"注文"ボタンを
押してください。
※確認画面は出ませんのでご注意ください。

"更新"ボタンをクリックすると成立した注文が
表示されます。

仕切注文を出したい場合は、新規注文同様に
条件を入力して注文してください。
※確認画面は出ませんのでご注意ください。

システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

本画面では、DAYTRADE機能で新規/仕切注文が行えます。

システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

新規注文

仕切注文

５．取引

ドバイ原油



"取引"―"複数仕切注文"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面では、同時に複数の仕切注文が行えます。

５－１５． 複数仕切注文

既存の建玉一覧が表示されます。
また"検索"をクリックすると上の画面が
表示され、
表示建玉の検索を行うことができます。

建玉一覧から仕切りたい建玉の"選ぶ"ボタンをクリックすると"仕切バスケット"に追加されます。
このバスケットに建玉を入れることで複数の仕切注文を一括で出すことができます。

複数仕切注文の具体的な注文方法は次ページで説明しています。

５．取引

ドバイ原油

バージガソリン

ゴールドスポット



５－１５－１． 複数仕切注文の出し方

①既存の建玉一覧から"選ぶ"ボタンをクリックすると
仕切バスケットに移動します。
但し、既に仕切注文が出ている場合は、選ぶことができません。

②仕切条件を入力してください。
"戻す"ボタンをクリックすると、仕切バスケットから消え、
建玉一覧に戻ります。
また"更新"ボタンをクリックすると、最新の現在値で
値洗金を再計算します。

③仕切対象の売枚数/買枚数の合計が表示され、
対象の建玉全ての値洗合計が計算されます。
"注文確認"ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

④仕切注文の内容を確認します。
"注文"ボタンをクリックすることで複数仕切注文が行えます。

⑤システムが正常に注文を受け付けた場合、
受付番号を発行いたします。
"完了"ボタンで最初の画面に戻ります。

５．取引



"取引"－"クイック注文"または"クイック"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面では、指定銘柄の気配値画面を見ながら、素早く注文を行うことができます。

５－１６． クイック注文

ポジション一覧に表示する
銘柄を選択します。

クイック注文を行う
銘柄/限月を選択、及び
気配値の本数を指定します。

クイック注文を行う枚数を指定します。

気配値表の４隅に配置された４つのボタンをクリックすることで
それぞれのタイプの注文を瞬時に行うことができます。
※確認画面は出ません、ご注意ください。

５．取引

ゴールドスポット

ゴールドスポット



"取引"－"取消・変更"をクリックすると以下の画面が表示されます。

本画面では、注文中の内容の変更、取消を行うことができます。

５－１７． 取消・変更

注文を取り消すことができます。

取消・変更の詳細な方法次ページ以降で説明しています。

注文内容を変更・修正できます。

５．取引

ドバイ原油



本画面では、注文中の内容の変更を行うことができます。

５－１７－１． 注文変更の方法

“指値変更”画面で変更注文の設定ができます。

②執行区分/指値変更/有効期限を必要に応じて変更します。

③変更の入力が終わりましたら、"指値変更確認"ボタンをクリックします。

①変更したい注文をチェックします。

"絞込・一括入力"を押すと
上記の画面が表示されます。

変更対象の注文を絞込み、複数の注文の
執行区分/指値値段/有効期限の変更を
一括して行うことができます。

④入力した変更内容を確認します。
"指値変更依頼発行"ボタンをクリックすることで変更注文が行えます。
変更前の注文が削除され、新しい受付番号で変更した内容の注文が受付けられます。

５．取引



本画面では、注文中の内容の取消を行うことができます。

５－１７－２． 注文取消の方法

①取消したい注文の一覧を選択します。

②取消したい注文をチェックします。 ③"取消確認"ボタンをクリックします。

④取消対象に誤りがないか確認し、"取消依頼発行"ボタンをクリックします。

⑤取消依頼が受付けられ、上図のような画面が表示されます。

５．取引

ドバイ原油

ドバイ原油

ドバイ原油



"相場情報"メニューもしくは、"相場情報"―"相場表"から、相場表画面を表示する事ができます。

６－１． 相場表の表示方法

銘柄／限月／フォントサイズを選択する箇所です。
指定した1銘柄の相場表を表示できます。

※相場表を表示した際は、 前回閉じた時の設定で表示します。

グループ分けされた、相場表が表示されます。

【貴金属】 東京金、東京銀、東京白金

【東京石油】
バージガソリン、バージ灯油、
ドバイ原油

【東工取・その他】
東京ゴム（RSS3）、ゴム（TSR20）、
東京パラジウム、

【コーン・大豆】 東京コーン、東京一般大豆、為替

【東穀取・その他】 東京小豆、東京一般大豆、為替

【金】 東京金、東京金ミニ、為替

【白金】 東京白金、東京白金ミニ、為替

【スポット】 ゴールドスポット、プラチナスポット、為替

【ガソリン】

バージガソリン、中京ローリーガソリン、
バージガソリンSWAP、ローリーガソリン
SWAP

【灯油】
バージ灯油、中京ローリー灯油、
バージ灯油SWAP、ローリー灯油SWAP

６．相場情報

現在の取引所の状態が表示されます。
例：ザラバ、寄前、閉場、NCP（ノンキャンセルピリオド）



"相場情報"メニューの"気配値"から、気配値画面を表示する事ができます。

６－２． 気配値の表示方法

銘柄／限月を選択する箇所です。

フォントサイズを選択する箇所です。

表示したい気配値の数を選択できます。
0～6個指定できます。
※0個を指定した場合は選択した銘柄の全限月が表示されます

"表示"ボタンで気配値相場表を表示します。

気配値の本数を選択する箇所です。
5本か10本を指定できます。

気配値を表示した際は、前回閉じた時の設定で表示します。

６．相場情報



"相場情報"メニューの"パネル"から、パネル画面を表示する事ができます。

パネルはリアルタイムで現在値を表示します。

６－３． パネルの表示方法

"９－７．パネル設定画面"で
設定された銘柄、限月を表示します。

前日比

現在値

大きな画面でOASISにログインした際の
画面下部に出ているパネルと同じです。
（画面イメージは "３－１ TOP / お知らせ"を参照）

６．相場情報



"相場情報"メニューの "チャート１" 、"チャート２ "、"チャート３"から、チャート画面を表示する事ができます。

このメニューの通り、3種類のチャートを表示する事ができ、それぞれ前回閉じた時の設定で表示します。

６－４． チャート画面 ①

銘柄選択
データ期間
データ種別
指定限月
表示本数

：銘柄
：日足・週足・月足・n分足・Tick
：先限・当限・指定限月
：データ種別が指定限月の場合のみ
：1画面中の表示本数

を指定し、右の"表示"ボタンでチャートを表示します。

チャート画面上部のメニューから、表示するチャートを指定する事ができます。

６．相場情報



"相場情報"メニューの"チャート１"、"チャート２"、"チャート３"から、チャート画面を表示する事ができます。

６－４． チャート画面 ②

東京金／日足／先限を指定した場合の画面です。

チャートが表示されます。

こちらのパネルから、各種テクニカルの設定や
トレンドライン描画、パラメータの設定などが出来ます。

※次ページからの「チャートパネル機能」をご覧下さい。

６．相場情報



クロスライン表示（十字カーソル）のオン・オフを切り替えます。

テクニカル指標の設定を行います。

テクニカル・色の設定を行います。

直線を引くことができます。

チャートを印刷します。

チャートをＣＳＶで出力します。

表示しているチャートのダイアログ（数値データ）を表示します。

チャートを画像で出力します。

６－４－１． チャートパネル機能の紹介

各機能の詳細は次ページ以降をご覧ください。

６．相場情報

スクロールのオンオフ設定を行います。

水平線を引くことができます。

フィボナッチファンを作ることができます。

フィボナッチトレースメントを作ることができます。

上記で引いたラインを移動させることができます。

上記で引いたラインを消去することができます。

モノクロ表示に切り替えます。

※ "取引"右画面のチャートパネル機能

チャートの表示本数を変更します。

75本・100本・150本・200本から選択

他機能は"相場情報"のチャートと同じです。



６－４－２． チャートパネル機能－ テクニカル表示

テクニカル指標と色を設定します。選択すると以下のパネルが表示されます。

表示される指標は右図の通りです。

メインテクニカルは複数選択可、

下段テクニカルは同時に2つまで選択した指標が表示できます。

６．相場情報



チャート上にクロスライン（十字カーソル）を表示させ、
該当位置での日付（時刻）や、値段などを枠外に
表示させることができます。

６－４－３． チャートパネル機能－ クロスライン表示

クロスライン表示（十字カーソル）のオン・オフを切り替えます。

６．相場情報

スクロールモードがオンの状態で
チャート上をクリックしたまま左右に動かすと
チャートをスクロールすることができます。

６－４－５． チャートパネル機能－ スクロールモード

チャートのスクロールモードのオン・オフを切り替えます。

６－４－４． チャートパネル機能－ ラインカラー

ラインを引く色を指定します。

現在選択されている色がアイコンに表示されます。
クリックすると他の色を選ぶことができます。



現在選択されている色で水平ラインが引けます。
色はラインカラー機能で変更できます

６－４－７． チャートパネル機能－ 水平ラインモード

水平ラインモードのオン・オフを切り替えます。

６．相場情報

現在選択されている色でトレンドラインが引けます。
色はラインカラー機能で変更できます

トレンドラインモードのオン・オフを切り替えます。

６－４－６． チャートパネル機能－トレンドラインモード



フィボナッチファンを作ることができます。

６－４－９． チャートパネル機能－

フィボナッチファンモードのオン・オフを切り替えます。

６．相場情報

フィボナッチ

ファンモード
６－４－８． チャートパネル機能－

フィボナッチリトレースメントモードのオン・オフを切り替えます。

フィボナッチリトレース

メントモード

フィボナッチリトレースメントを作ることができます。



６－４－１０． チャートパネル機能－

トレンドライン移動モードのオン・オフを切り替えます。

６．相場情報

トレンドライン

移動モード
６－４－１１． チャートパネル機能－ トレンドライン

消しゴムモード
トレンドライン消しゴムモードのオン・オフを切り替えます。

※トレンドライン、並行ライン、
フィボナッチリトレースメント、
フィボナッチファンの移動が
可能です。

※トレンドライン、並行ライン、
フィボナッチリトレースメント、
フィボナッチファンの削除が
可能です。

移動したいトレンドラインを
選択し、移動します。

削除したいトレンドラインを
選択し、削除します。



６－４－１２． チャートパネル機能－ CSV出力、 四本値表示、 チャートイメージダウンロード、 印刷

四本値の数値データを表示できます。

チャートのデータを表形式（ＣＳＶ形式）で

保存・開くことができます。

６．相場情報

チャートの画面を画像形式（PNG形式）で保存・開くことができます。チャートを印刷

できます。



６－４－１３． チャートパネル機能－ モノクロ表示

６．相場情報

モノクロ表示のオン・オフを切り替えます。

・モノクロ表示の状態で「印刷」をすると白黒で印刷されます。

・モノクロ表示の状態で「チャートイメージダウンロード」を行うとモノクロ画像が取得できます。



"相場情報"メニューの"サヤ相場表"から、サヤ相場表/チャート画面を表示する事ができます。

６－５． サヤ相場表の表示方法

銘柄を選択します。
"表示"ボタンでサヤ相場表とサヤチャートを表示します。

表示させるサヤチャートの限月と足種、先限/指定限月を
設定できます。
"表示"ボタンでサヤチャートを表示します。

サヤ相場表を表示した際は、前回閉じた時の設定で表示します。

６．相場情報



"シミュレーション"メニューをクリックし、"仮新規注文"タブから、仮新規注文画面を表示する事ができます。

７－１． シミュレーション / 仮新規注文

仮注文の条件を入力してください。

お客様の実際の口座情報です。
"更新"ボタンを押す事により、
最新の情報に更新されます。

仮建玉をすべて削除するボタンです。

「シミュレーション仮建玉注文」の入力欄にて
入力した、「売買」、「枚数」、「指定値段」を
デフォルトの値に戻します。

「シミュレーション仮建玉設定」に入力した
仮注文を作成します。
「シミュレーション建玉一覧」に仮建玉が
追加され、
確認画面に切り替わります。

確認画面を閉じ、元の画面に戻ります。

建玉が多い場合は
表示が複数ページになりますので
ページ切替を行ってください。

７．シミュレーション

シミュレーションでの建玉は「仮」
実際の建玉は「実」



"シミュレーション"メニューをクリックし、"仮仕切注文"タブから、仮仕切注文画面を表示する事ができます。

７－２． シミュレーション / 仮仕切注文

仮仕切注文が反映される仮の口座情報です。
シミュレーション建玉一覧にて、
"仕切計算"や"全仕切計算"を押すと、
仮仕切後の口座情報が表示されます。
"やり直し"や"更新"を押すと、
仮仕切前の口座情報を表示します。

お客様の実際の口座情報です。
"更新"ボタンを押す事により、
最新の情報に更新されます。

シミュレーション建玉一覧にて、
「仕切枚数」を1以上にした建玉に対して
設定されている「指値」で仮仕切計算を行います。

仮仕切を行う建玉に対して、「指値」や
「仕切枚数」を設定します。

全ての表示や入力値をデフォルトに戻します。

全ての建玉を、全て仕切った場合の
仮仕切計算を行います。
「指値」は現在値となります。

７．シミュレーション



"ニュース"メニューをクリックすると、ニュース画面を表示する事ができます。

８． ニュース

メニュー（大項目）です。
表示したいニュースのジャンルを
選択してください。

メニュー（小項目）より選択されたニュースを表示します。
表示したいニュースタイトルを選択してください。
ニュースの本文が表示されます。

メニュー（小項目）です。
表示したいニュースの種類を
選択してください。

８．ニュース



"設定"メニューもしくは、"設定"―"設定"をクリックすると、以下の設定画面が表示されます。

９－１． 設定画面

ログイン直後の初期画面を何にするか設定できます。

"受信する"にチェックすると、
値洗い額が下段の通知条件にマッチングした場合に
メールでお知らせします。

"表示する"にチェックすると、
値洗い額が下段の通知条件にマッチングした場合に
画面メッセージでお知らせします。

値洗い通知の条件を設定できます。

"受信する"にチェックすると、
現在値が下段の通知条件にマッチングした場合に
メールでお知らせします。

"表示する"にチェックすると、
現在値が下段の通知条件にマッチングした場合に
画面メッセージでお知らせします。

現在値通知の条件を設定できます。

"受信する"にチェックすると、
注文が成立した時にメールでお知らせします。

"表示する"にチェックすると、注文が成立した時に
画面メッセージでお知らせします。

"受信する"にチェックすると、
入出金処理が完了した時にメールが配信されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

９．設定

決定で登録変更されます。



"設定"メニューもしくは、"設定"―"パスワード設定"から、パスワードを変更する事ができます。

９－２． パスワード設定画面

現在のパスワードを入力してください。

新しいパスワードを２回入力してください。
半角英数字で８文字以内で入力してください。

決定で登録変更されます。

"設定"メニューもしくは、"設定"―"銘柄選択"から、以下の銘柄選択画面を表示する事ができます。

９－３． 銘柄選択画面

チェックを外した銘柄は、注文画面にて
表示されなくなります。

決定で登録変更されます。

９．設定



"設定"―"注文設定"をクリックすると、以下の注文設定画面が表示されます。
本画面では、注文画面の初期状態の設定を変更する事が出来ます。

９－４．注文設定画面

新規注文時の初期状態での枚数を設定できます。

仕切注文時の初期状態での執行条件を設定できます。

新規ストップ注文時の初期状態での執行条件を設定できます。

新規注文時の初期状態での執行条件を設定できます。

仕切ストップ注文時の初期状態での執行条件を設定できます。

決定で登録変更されます。

９．設定



"設定"―"カスタマイズ設定"をクリックすると、以下のカスタマイズ設定画面が表示されます。（モニタ画面横サイズが1280以上の場合）

本画面では、カスタマイズ画面（マイページ）のレイアウトを設定する事ができます。 ※選択できるレイアウトはお使いのモニタサイズによって変わります。

９－５． カスタマイズ設定画面

各画面枠に何を表示させるか設定してください。

選択可能項目：
- 口座情報
- 預り有価証券
- 建玉一覧
- 入金通知
- 出金依頼
- 振替依頼
- 入出金履歴
- 口座履歴
- 新規注文
- 一括建落注文
- サヤ注文
- 複数一括仕切注文
- 指値変更注文
- 注文取消
- 気配値
- 相場表
- チャート
- n分足チャート
- Tickチャート
- クイックオーダーシステム
- カスタマイズ相場表

お好みのレイアウトを選択してください。

決定で登録されます。

※お客様のPCの
モニタ画面横サイズが
1280以下の場合、
選べるレイアウトは
4分割までとなります。

９．設定



"設定"―"メールアドレス変更"をクリックすると、以下のメールアドレス変更画面が表示されます。

本画面では、第２、第３のメールアドレスを登録変更する事ができます。

９－６． メールアドレス変更画面

本画面では第１メールアドレスは変更できません。
"TOP"―"届出事項の変更"より行ってください。
手順は" ３－３．届出事項の変更"に記載しています。

現在の第２メールアドレスを表示します。
設定されていない場合は空欄になります。

現在の第２メールアドレスを表示します。
変更される場合は、こちらを修正ください。
また、空欄の状態で変更をしていただくと、
第２メールアドレスを削除できます。

現在の第３メールアドレスを表示します。
設定されていない場合は空欄になります。

現在の第３メールアドレスを表示します。
変更される場合は、こちらを修正ください。
また、空欄の状態で変更をしていただくと、
第３メールアドレスを削除できます。

"変更"ボタンを押すと設定が反映されます。

９．設定



"設定"―"パネル設定"をクリックすると、以下のパネル設定画面が表示されます。

本画面では、パネルに表示させる銘柄を選択します。

９－７． パネル設定画面

銘柄と限月を選択します。 銘柄と限月を選択します。

パネル設定を決定し、反映させます。

パネル設定を現在設定されている
状態に戻します。

パネルに、何銘柄表示させるか選択します。
1～18まで選択できます。

９．設定

オアシス画面下部パネル

"相場情報"―"パネル設定"

下図の表に反映されます。



"設定"―"更新間隔設定"をクリックすると、以下の更新間隔設定画面が表示されます。

本画面では、相場表、気配値、チャート、口座情報の自動更新の間隔を変更する事ができます。

９－８． 更新間隔設定画面

９．設定

相場表と気配値の更新間隔を設定します。
0.5秒～5分まで選択できます。
更新時のアニメーションの有無も設定できます。

チャートの更新間隔を設定します。
1秒～5分まで選択できます。

口座情報の更新間隔を設定します。
5秒～5分まで選択できます。

決定ボタンで設定を保存します



"カスタマイズ"メニューもしくは、"カスタマイズ"―"マイページ"をクリックすると、以下の画面が表示されます。

１０． カスタマイズ

相場表
n分足
チャート

新規注文

口座情報

"９－５．カスタマイズ設定画面"で
設定された画面が表示されます。

左は下図のカスタマイズ設定にした例です。

１０．カスタマイズ


