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「東海東京オンライントレード」「自動更新株価ボード」は、 
PC・タブレット向けに、 

オンライントレードの投資情報サービスをご提供します。 
リアルタイム相場情報・銘柄登録・スクリーニング等、 

投資に必要なデータや分析ツールを幅広くご利用いただけます。 

 はじめに 1-1 

自動更新 
株価ボード 

PC用 
（P.  34～） 

▲東海東京オンライントレード ▲自動更新株価ボード 
PC用 
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東海東京 
オンライントレード 

 （P. 5～） 自動更新 
株価ボード 
タブレット用 
（P.  41～） 

▲自動更新株価ボード 
タブレット用 



 はじめに（ご利用シーンとご提供機能） 1-2 

マーケット情報や 
個別銘柄情報を 
確認したい 

個別銘柄の 
株価・気配を 

リアルタイム更新 
したい 

東海東京 
オンライントレード 

(P. 5~) 

自動更新 
株価ボード 

(P. 34~) 

ご利用シーン ご提供する機能 

以下のようなご利用シーンに合わせた機能をご提供します 

起動 

※株価・指標は問い合わせ更新です 

※株価・指標は自動更新します 
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■画面構成・ヘルプ 
 
■主な機能① 
• 国内株式 個別銘柄情報 
• 国内株式周辺情報（気配、決算、信用証金など） 
• 個別銘柄チャート 
• 銘柄の登録と呼び出し 

東海東京オンライントレード 
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上部メニューから銘柄検索や各種情報にアクセスできます 

④ 

⑦ 

⑤ 
② 

⑥ 
③ 

⑧ 

⑨ 

 上部メニューの構成 

①トップページに戻る 
 投資情報サイト「東海東京オンライントレード」のトップページに戻ります。 
 
 
②自動更新株価ボードを起動 
 リアルタイムに株価や気配を一覧できる「自動更新株価ボード」を起動します。 
 （自動更新株価ボードの説明は、P. 35~ をご覧ください） 
 
③銘柄検索 
 個別銘柄を検索します。銘柄コードもしくは銘柄名を入力し、[検索]ボタンをクリックします。 
 
④サイドメニューを表示 
 国内・海外市況、為替、ニュース等のデータメニューを表示します。 
 
⑤ブックマークを表示 
 ブックマークされた画面を一覧表示します。 
 
⑥情報・機能の切り替え 
 国内市況、海外市況・為替、ニュース、各種ツール等を切り替えます。 
 
⑦項目切替 
 詳細メニューを一覧します。ボタンをクリックすると、詳細画面が表示されます。 
 メニューの両端に表示される[＜][＞]をクリックすると、隠れている項目までスクロールします。 
 
⑧ヘルプ 
 各画面に関する詳細なヘルプを表示します。 
 
⑨更新ボタン 
 株価や指標データを最新のデータに更新します。 

2-1 

① 

上部メニューの構成 
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サイドメニューからも各種情報に簡単にアクセスできます 

 サイドメニューとブックマーク 2-2 

サイドメニュー 
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① 

② 

① 画面左上の「メニュー」ボタンを押すと、 
サイドメニューが表示されます。 

② 項目をクリックするとツリーが展開しますので、 
ご覧になりたい情報をクリックすると、 
メイン画面に表示されます。 

ブックマークの登録 

ブックマークの呼び出し 

サイドメニューの  をクリックすると、 
ブックマークに登録されます。 
アイコンが  に変わります。 

サイドメニューの「ブックマーク」をクリックすると、 
登録したブックマーク一覧が表示されます。 

画面タイトル横の  をクリックすると、 
ブックマークに登録されます。 
アイコンが   に変わります。 

画面上部の      をクリック 
すると、登録したブックマークが表示
されます。 

ブックマークの登録と呼び出し 

7 

▼サイドメニューから 

▼各ページから 

▼サイドメニューから 

▼各ページから 



 「ヘルプ」について 2-3 

クリック 

いま見ている情報の概要や更新頻度を見るには・・・ 

各情報画面右上にある  をクリックすると、その画面のヘルプが表示されます。 

各画面の使い方や各種情報の概要・更新頻度等の詳細を確認します 

画面下部の    
をクリック 

ヘルプの起動方法 
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情報概要や 
更新頻度・数値の単位

等を記載 



 画面下アイコン 2-4 

お気に入り銘柄 
の一覧を表示 

銘柄閲覧履歴を 
表示 

銘柄検索が 
有効になります 

お気に入り銘柄に追加するには… 

クリック 

個別銘柄画面の「お気に入り」ボタンをクリックします。 

画面右下のアイコンをクリックすると、お気に入り銘柄や銘柄閲覧履歴を表示します 

各ボタンから表示される画面は以下の通りです 

ヘルプ画面を表示 

アイコン 
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① 

② 

① 

② 

銘柄名称 あるいは 銘柄コードを入力し、 
   ボタンを押します。 

複数の銘柄候補がある場合は、 
検索結果画面が表示されますので、 
ご覧になりたい銘柄をクリックします。 

② 

③ 

現在値や前日比・騰落率等を表示します。 ① 

② 「更新」ボタンで、情報を更新します。 
（株価は、問い合わせた時点での 
リアルタイム情報を表示し、自動的に 
更新しません。自動更新を行うには、 
「自動更新株価ボード」をご利用ください） 

③ 気配情報やチャート・決算情報等の 
銘柄情報を表示します。 
上部のタブで画面の切り替えが 
行えます。 

 個別銘柄の問い合わせ 3-1 
画面右上の銘柄コード入力欄から、個別銘柄の問い合わせができます。 

銘柄名称からも検索が可能です 

問い合わせ方法 

個別銘柄画面の構成 
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① 



タブで情報を切り替えることができます。   でタブをスクロールできます。 
「価格」「気配・流動性」「指標」「チャート」「日足」「決算」「信用証金」 
「現在値一覧」「CB一覧」より、ご覧になりたいタブをクリックします。 

① 

 個別銘柄画面の操作 3-2 
銘柄情報画面のメニューから、個別銘柄の気配、決算、チャート等を問い合わせします。 

操作方法 

① 

② 

表示している銘柄を、「ポートフォリオ」「お気に入り」「マイ株価」「銘柄比較」 
「自動更新株価ボード」に登録できます 

② 
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スクロール 
ボタン 



信用残・証金情報 

▼信用証金 

「信用証金」を 
クリック 

 個別銘柄（周辺情報） 3-3 
「気配・流動性」「指標」「決算」「信用証金」等をご確認いただけます 

上下5本の気配情報 
約定回数など 

PER・PBR 
株主総会日や配当落ち日等 

▼気配・流動性 ▼指標 

「気配・流動性」 
をクリック 「指標」をクリック 

過去5期分の本決算・中間
決算と今期本決算予想 

▼決算 

「決算」をクリック 
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① 

② 

③ 

① 日中足・日足・週足・月足を切り替えます。 

② 売買高・一目均衡表・ストキャスティクス・MACD・ボリンジャ―バンド等のテクニカルチャー
トを切り替えます 

③ チャート描画期間を変更できます。期間を変更するには、     を動かし、 
始点と終点を指定します。「期間をリセット」ボタンを押すと、初期状態に戻ります。 

 個別銘柄（チャート） 3-4 

操作方法 

チャートでは、日中足から月足までをサポートしています。 
また、様々なテクニカルチャートへの切り替えもできます。 

足種の 
変更 

テクニカル 
チャートの変更 

期間の変更 13 



 個別銘柄の登録と呼び出し 3-5 
個別銘柄の登録と呼び出しの方法についてご紹介します 

① 

② 

銘柄の登録と呼び出し 

① 個別銘柄画面の「お気に入り」をクリックすると、「お気に入り」に登録されます 

② 画面下部メニューの「登録」から、お気に入り銘柄を呼び出せます 

お気に入り銘柄画面 

銘柄の削除
が行えます 

①銘柄検索に 
切り替え 

②検索した銘柄を 
直接お気に入りに登録 

チェックした銘柄を
各機能で登録・比較

できます 
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銘柄検索からお気に入りに登録するには・・・ 



■主な機能② 
• 国内市況（ランキング、信用証金、銘柄異動など） 
• 海外・為替 
• ニュース 

東海東京オンライントレード 
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 マーケット情報（国内市況全般） 4-1 

①「国内」
をクリック 

指数や市場統計の数値 
グラフや概況ニュース

を表示します 

画面構成（東証相場・概況） 

国内市況全般は、画面上部のタブ「国内」をクリックし、「市況トップ」「東証相場・概況」
「新興市場相場・概況」「債券・CB」「騰落レシオ」「投資部門別」から確認できます 

指数一覧 

売買高等の 
統計情報 

概況と関連銘柄 

②表示したい項目を
クリック 
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 マーケット情報（決算カレンダー） 4-2 

②「決算カレンダー」 
をクリック 

画面構成 

決算発表カレンダーの表示も可能です。前月・当月・次月のカレンダーを表示し、 
各日の決算発表予定銘柄を一覧表示することができます。 

選択した日の 
発表予定 

③カレンダー内の 
日付をクリックすると、
その日の発表予定を表示

します。 

①「国内」
をクリック 
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 マーケット情報（ランキング） 4-3 

画面構成（ランキングサマリ） 

「ランキングサマリ」「株式ランキング」「信用残ランキング」「CBランキング」「東1業
種別ランキング」を表示します。 

③ランキングを
切り替えます 

④11位以降の 
ランキングを 
表示します 

①「国内」
をクリック 

②表示したいランキ
ングをクリック 
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 マーケット情報（先物・OP） 4-4 

画面構成（先物OP相場・概況） 

「先物OP相場・概況」「先物相場(日中)」「先物相場(夜間)」「日経225OP(日中)」「日経
225OP(夜間)」を表示します。 

日中・夜間の 
先物相場 

日中・夜間の 
日経225 

オプション相場 

先物・オプション
相場概況 

①「国内」
をクリック 

②表示したい情報を
クリック 
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 マーケット情報（信用証金） 4-5 

画面構成（信用残・証金残） 

「信用残・証金残」「逆日歩」「株不足」「規制・日々公表」を表示します。 

①「国内」
をクリック 

②表示したい情報を
クリック 
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 マーケット情報（事象一覧） 4-6 

画面構成（新値銘柄一覧） 

「新値銘柄一覧」「特別気配一覧」を表示します。 

①「国内」
をクリック 

②表示したい情報を
クリック 
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 マーケット情報（ETF/REIT） 4-7 

画面構成（ETF一覧） 

「ETF一覧」「REIT一覧」を表示します。 

①「国内」
をクリック 

②表示したい情報を
クリック 
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 マーケット情報（銘柄異動） 4-8 

画面構成（新規公開銘柄） 

「新規公開銘柄」「売買停止銘柄」「売停予定銘柄」「ブックビルディング公開」等の銘柄
異動情報を表示します 

「新規公開銘柄」「売買停止銘柄」「売停予定銘柄」 
「ブックビルディング公開」「ファイナンス銘柄」 
「安定操作可能期間」「値幅制限銘柄」「合併銘柄」 
「資本異動銘柄」「単元株数変更銘柄」「上場部変更銘柄」 
「上場廃止銘柄」「上場廃止猶予銘柄」 
「商号変更銘柄」「整理銘柄」「監理銘柄」 
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①「国内」
をクリック ②表示したい情報を

クリック 

表示可能な異動情報は以下の通りです 



 マーケット情報（海外市況・為替・ADR） 4-9 

２段目のタブで情報を切り替えることが 
できます。「海外主要指標・NY概況」 
「アジア株指数」「為替指標・概況」 
「政策金利」「ADR銘柄」を選択でき 
ます。 

② 

③ 各指標・指数をクリックすると、個別
チャートが表示されます。 
画面左上の をクリックすると、 
前の画面に戻ります。 

③ 

② 

① 「海外・為替」タブより、海外市況・ 
為替・ADR等の情報にアクセスでき 
ます。 

操作方法 

海外の各種指標や、為替・ADR銘柄の一覧についてご確認いただくことができます 
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① 



 ニュース 4-10 

ニュースは、キーワードで絞り込み 
ができます。 

② 

③ ニュースのタイトルをクリック 
すると、本文がご覧いただけます。 
また、ニュースの関連銘柄も画面 
下部に表示します。 

④ 最新のニュースをご覧いただく 
ためには「更新」ボタンを押します。 
また、詳細なヘルプをご覧いただく 
ためには、「？」ボタンを押します。 

① 

② 

③ 

④ 

「ニュース」タブから、 
ニュース画面を表示します。 

① 

＜ニュース本文の表示例＞ 

ニュース一覧に 
戻ります 

画面下部の 
関連銘柄一覧に 
ジャンプします 

操作方法 

マーケットニュースの確認の方法についてご案内します 
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ニュースに関連する銘柄が 
表示されます。 
 
銘柄名をクリックすると、銘
柄情報を表示します。 



■主な機能③ 
• ポートフォリオ 
• スクリーニング 
• 銘柄比較機能 
• マイページ 
• マイ市況 

東海東京オンライントレード 
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 ポートフォリオ（起動） 5-1 

① 

② 

損益計算と価格一覧を切り替えます。 ② 

「ツール」をクリックすると 
ポートフォリオ画面が起動します。 

① 

個別銘柄画面からポートフォリオに銘柄を登録するには・・・ 

個別銘柄画面の「ポートフォリオ」をクリックすると登録されます。 

操作方法 

「ツール」タブより、ポートフォリオ機能を起動できます。 
保有（注目）している銘柄を登録し、登録した銘柄の株価情報や損益を一覧表示します 
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▲「損益計算」画面 

▼「価格一覧」画面 

クリック 



 ポートフォリオ（銘柄登録） 5-2 

② 

③ 

④ 

⑤ 

銘柄名称あるいは銘柄コードを入力し、 
「検索」ボタンで検索を行います 

② 
登録したい位置の銘柄欄をクリックします。 ① 

登録したい銘柄について「選択」を押します。 ③ 

株数や購入価格・手数料の有無などを 
入力します。 
「購入手数料」および「売却手数料」は、 
[営業店取引]・[あんしんネット]・ 
[かんたんネット]・[かんたんコール]・ 
[手数料無料]・[ダイレクト信用]から 
選択できます。 
 
 

④ 

「登録」ボタンを押します ⑤ 

銘柄が登録されます ⑥ 

銘柄登録の方法 

⑥ 
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① 



 ポートフォリオ（銘柄編集） 5-3 

② 
③ 

① 

「変更」ボタンを押すと、株数や購入価格等を編集します 
「削除」ボタンを押すと、登録銘柄を削除します 

② 

ボタンをドラッグすると、銘柄の並び替えができます ③ 

「編集」ボタンを押します。 ① 
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銘柄編集の方法 

④ 

「完了」ボタンを押すと、編集が完了します ④ 



 スクリーニング 5-4 

① ② 

④ 

⑦ ⑧ 

「ツール」ボタン を押します ① 
「スクリーニング」ボタンを押します ② 

設定条件のジャンルを選択します ④ 

スクリーニング結果が表示されます ⑥ 

検索条件の名称を入力し「条件登録」ボタン 
を押します。 
その後「閉じる」ボタンで保存を完了します 

⑧ 

操作方法 

③ 

検索条件を選択します 
「新しい条件で探す」をクリックすると 
条件設定画面が開きます 

③ 

⑤ 

⑤ 各項目について検索条件を設定し、 
「スクリーニング実行」を押します 

⑥ 

検索条件の変更や保存ができます ⑦ 

投資指標やテクニカル指標等での銘柄スクリーニングの方法を説明します 
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 銘柄比較 5-5 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

「ツール」ボタンを押します ① 

「銘柄比較」ボタンを押します ② 

比較する銘柄を検索します ④ 

「変更」を押すと、 
銘柄設定画面が開きます 

③ 

「選択」ボタンを押し、銘柄を設定します ⑤ 

相対比較チャートを表示します。 ⑥ 絶対比較チャートを表示します ⑦ 

操作方法 

3銘柄について、現在値比較や対比チャートの描画ができます 
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⑦ 



 マイページ 5-6 

常時ウォッチしたい銘柄について、お好みのレイアウトで設定ができます 

② 

③ 

銘柄設定の方法 

「銘柄を設定」ボタンを押します ② 

市場・業種を選択し、銘柄を検索します ③ 

「マイページ」ボタンを押します ① 

④ 

① 

「選択」ボタンを押すと、 
「マイ株価」銘柄が設定されます。 

④ 
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レイアウト切替 

① 

② 

③ 

「レイアウト切替」ボタンを押します ① レイアウト番号順に、表示したいコンテンツ 
をクリックしていきます 

② 

③ 「決定」を押すと、設定が反映されます 



 マイ市況 5-7 

注目したい指標・ニュース・概況をお好みのレイアウトでウォッチできます 

操作方法 

③ 

⑤ 

④ 

① 
② 

「マイ市況」ボタンを押します ② 
「レイアウト切替」ボタンを押します ③ 

「マイページ」ボタンを押します ① 

レイアウト番号順に、表示したい指標・ニュース・概況をクリックしていきます ④ 

「決定」を押すと、設定が反映されます ⑤ 
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自動更新株価ボード 
（PC用） 

 

34 



 自動更新株価ボード 6-1 

自動更新株価ボードは、登録した銘柄（最大100銘柄）の 
株価・気配・指標等をリアルタイムに自動更新する機能です。 

投資情報サイト「東海東京オンライントレード」への連携機能も搭載しています。 

画面構成 

①指標表示選択 
 指標部分をクリックすると、14種類の指標情報からお好きな指標を選択できます。 
 
②文字サイズ変更ボタン 
 文字サイズを「小」「中」「大」の3パターンに切り替えができます。 
 
③背景色変更ボタン 
 「白」「黒」の2パターンから背景色を選択できます。 
 
④「ヘルプ」ボタン 
 ヘルプを表示します。 
 
⑤「閉じる」ボタン 
 自動株価更新ボードを終了します。 
 
⑥表示形式切替タブ 
 表示形式を「銘柄リスト」「気配ボード」「指標ボード」の3パターンに切替ができます。 
 
⑦ページ切替タブ 
 銘柄を登録しているページを1～10ページまで切り替えができます。 

① ② ④ ⑤ ③ 

⑦ 

⑥ 
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 自動更新株価ボード（銘柄登録） 6-2 

自動更新株価ボードへの銘柄登録の方法についてご案内します 

入力エリアに、銘柄コードあるいは銘柄名を入力します。 

クリック 

登録した銘柄の  ボタンを押すと、「東海東京オンライントレード」機能へのリンク
が表示されます 

登録した銘柄の個別銘柄情報やチャート等を表示するには… 
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ご覧になりたい 
情報・ツールを 
クリック 

銘柄の登録 

① 

② 

① 

② 候補が複数ある場合、別ウィンドウで銘柄リストが表示されます。 
表示したい銘柄の市場名をクリックすると、銘柄が登録されます。  



 自動更新株価ボード（銘柄リスト） 6-3 

自動更新株価ボード上部のタブで、レイアウトを切り替えることができます。 

◆銘柄リスト 

画面構成 

ポートフォリオ部 詳細表示部 
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銘柄名をクリックする
と詳細表示されます 

「移動」ボタンをドラッグ＆ドロップする
ことで、他の銘柄との位置を入替、または
削除(ごみ箱にドロップ)ができます 

登録した銘柄の四本値および気配を一覧表示します。 
ドラッグ＆ドロップで銘柄位置の入替、削除が可能です。 



 自動更新株価ボード（気配ボード） 6-4 

自動更新株価ボード上部のタブで、レイアウトを切り替えることができます。 

◆気配ボード  

ポートフォリオ部 

画面構成 

1銘柄当たり上下3本の気配値情報を一覧表示します。 
銘柄名ボタンをクリックすることで詳細情報が表示されます。 

銘柄名をクリックする
と詳細表示されます 

詳細表示部 
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 自動更新株価ボード（指標ボード） 6-5 

自動更新株価ボード上部のタブで、レイアウトを切り替えることができます。 

◆指標ボード 

画面構成 

登録した銘柄の指標を一覧表示します。 
銘柄名ボタンをクリックすることで詳細情報が表示されます。 
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ポートフォリオ部 

銘柄名をクリックする
と詳細表示されます 

詳細表示部 



 自動更新株価ボード（ヘルプ） 6-6 
自動更新株価ボードの操作方法・表示内容の定義等をご覧いただけます 

操作方法 

クリック 

表示例 
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自動更新株価ボード 
（タブレット用） 
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自動更新株価ボード（タブレット用）の画面構成は以下の通りです 

 自動更新株価ボード（タブレット用・画面構成） 7-1 

画面構成 

① 

② ③ 

①指標表示選択 
 指標部分をクリックすると、14種類の指標情報からお好きな指標を選択できます。 
 
②ページ切替タブ 
 銘柄を登録しているページを1～10ページまで切り替えができます。 
 
③「編集」ボタン 
 銘柄登録・変更・削除・並び替えを行います 
 
④ 「設定」 
 更新間隔等の設定を行います 
 

④ 
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画面上部の指標の変更や、自動更新の設定についてご案内します 

 自動更新株価ボード（タブレット用・設定） 7-2 

指標の変更 
自動更新株価ボードの設定 

表示する指標を 
変更できます 

自動更新時の点滅の有無や、
更新間隔の設定ができます 
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銘柄の登録・編集は以下の通りです 

 自動更新株価ボード（タブレット用・銘柄登録） 7-3 

銘柄の登録 

銘柄を登録したい行を 
タップします ① 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
⑥ 

市場・業種・キーワードを入力し、「検索」ボタンをタップし
ます。 ② 

③ 検索候補から、市場をタップすると、銘柄が追加されます 

④ 「編集」ボタンをタップ 
します。 

⑤ 「変更」ボタンをタップすると銘柄変更ができます。 
「削除」ボタンをタップすると銘柄を削除します。 

⑥ 「移動」ボタンをドラッグすると銘柄の位置を
移動できます。 44 

銘柄の編集 



個別銘柄画面について、複数気配・チャートの表示や 
東海東京オンライントレードの個別銘柄情報へのリンクが行えます 

 自動更新株価ボード（タブレット用・個別銘柄） 7-4 

個別銘柄 

このエリアを 
スライドすると 
気配やチャートに 
切り替わります 

「情報」をタップすると 
東海東京オンライントレードの 
個別銘柄情報が起動します 

45 

▼株価情報 ▼複数気配 ▼チャート 





【本マニュアルについて】 
 
・東海東京オンライントレード、自動更新株価ボードが提供する株価情報等の情報源は、 
 株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所等です。 
・日経平均株価の情報源は、株式会社日本経済新聞社です。 
 
・本マニュアルに掲載されている内容は、マニュアル作成当時（2016年5月現在）のものであり、 
 今後予告なしに変更される場合があります。 
・本マニュアルに掲載されている画面例はサンプルです。 
・本マニュアルの全部または一部を複写複製（コピー）することを禁じます。 
 

作成：2016年5月 株式会社QUICK 
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