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動作端末

iOS 12.0以降のOSがインストールされた、64bitプロセッサ搭
載のiPad

※上記環境を満たしていない場合、App Storeでアプリのダウンロード、
インストールはおこなえません。

※iOS12.0以降のOSがインストールされた32bitプロセッサ搭載のiPadを
ご利用のお客様は立花トレード株アプリ（スマートフォン向け）をご利用く
ださい。

ダウンロード

方法

＜STEP 1＞
App Storeマーケットのアプリアイコンをタップします。

＜STEP 2＞
検索ボックスに「立花証券」と入力して検索します。
※検索条件を「iPadのみ」としてください。

＜STEP 3＞
「立花トレード株アプリ for Tablet」のアイコンをタップし、

ダウンロードします。
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立花トレード株アプリで利用できる機能の一覧です。
参考として、その他のツールの機能も掲載しました。

機能名 WEB
立花トレード

リッチ
立花トレード

株アプリ
スマートフォン

専用WEB

株式

現物取引 ○ ○ ○ ○

信用取引 ○ ○ ○ ○

板注文 × ○ × ×

端株注文（売付） ○ × × ×

IPO・PO ○ × × ×

逆指値 ○ ○ ○ ○

通常 + 逆指値 ○ ○ ○ ○

連続注文 ○ × × ×

同一銘柄継続注文 ○ ○ ○ ○

NISA ○ ○ ○ ○

先物・
オプション

先物取引 ○ × × ×

オプション取引 ○ × × ×

板注文 × × × ×

投資信託

ファンド検索 ○ × × ×

取引 ○ × × ×

目論見書閲覧 ○ × × ×

NISA ○ × × ×

資産・履歴

各種可能額 ○ ○ ○ ○

保有証券（現物株式） ○ ○ ○ ○

保有証券（信用建玉） ○ ○ ○ ○

保有証券（先物建玉） ○ × × ×

保有証券（OP 建玉） ○ × × ×

保有証券（投信） ○ × × ×

保有証券（累投） ○ × × ×

資産評価額推移 ○ × × ×

取引履歴 ○ × × ×

注文履歴 ○ × × ×

入出庫履歴 ○ × × ×

取引報告書電子交付一覧 ○ × × ×

金商法交付書面集 ○ ○ ○ ×

特定口座・損益明細照会 ○ × × ×

対応機能⼀覧①
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※1 出金のみ可能

機能名 WEB
立花トレード

リッチ
立花トレード

株アプリ
スマートフォン

専用WEB

計算サービス

損益試算 ○ × × ×

損益分岐試算 ○ × × ×

受渡代金試算 ○ × × ×

ポートフォリオ ○ × × ×

日計り銘柄試算 ○ × × ×

市況・情報

マーケットニュース ○ ○ ○ ○

マーケット指数一覧 ○ ○ ○ ×

取引注意規制一覧 ○ × × ○

信用取引規制一覧 ○ × × ○

資本異動一覧 ○ × × ○

株式ランキング ○ ○ ○ ○

株式スクリーニング ○ × × ×

テクニカルチャート ○ ○ ○ ×

株価ボード ○ ○ ○ ○

株価チャート ○ ○ ○ ○

決算カレンダー ○ × × ○

株主優待 ○ × × ×

会社四季報 新銘柄レポート ○ ○ ○ ×

入出金・振替
入出金 ○ ○ ○ △※1

振替 ○ × × ×

お客様情報

情報照会 ○ × × ×

暗証番号変更設定 ○ ○ ○ ×

暗証番号不要設定 ○ ○ ○ ×

注文確認画面省略設定 ○ ○ ○ ○

メールアドレス変更登録設定 ○ × × ×

手数料コース変更登録設定 ○ × × ×

信用口座開設 ○ × × ×

先物オプション口座開設 ○ × × ×

くりっく 365 口座開設 ○ × × ×

対応機能⼀覧②



001.ログイン画面
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ユーザID、暗証番号を入力し、アプリにログインします。
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001.ログイン画面

ユーザID保存スイッチ
「ON」にすると「ユーザID」を
ローカルに暗号化して保存

ログインボタン
ログイン処理を行う

契約締結前交付書面に未読の
書面がある場合はログイン時に
確認のためのWEBページが開き
ます。
書面の確認、同意を行い、再度
アプリを立ち上げてログインを実
施してください。

ユーザID、暗証番号を入力し、アプリにログインできます。

暗証番号保存スイッチ
「ON」にすると「暗証番号」を
ローカルに保存

※暗証番号の保存機能を
ONにする場合は、端末のパ
スコードロック等の機能のご
利用をおすすめします。



106.共通部品(上部ヘッダー)
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106.共通部品(上部ヘッダー)

ヘッダーメニュー
①ホーム（００３）切替
②マーケット（００４）切替
③ニュース（００５）切替
④銘柄一覧（００６）切替
⑤残高・建玉（００７）切替
⑥注約一覧（００８）切替
⑦銘柄検索（１０５）切替
⑧その他（１００）切替

1 2 3 4 5 6 7 8



003.ホーム画面
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指標、ニュース、ランキング、残高・注文一覧を
ひとつの画面に表示しています。
各情報の詳細画面に素早く遷移することが可能です。
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003.ホーム画面

残高・注文一覧領域

ランキング領域ニュース一覧領域

「国内指標」、「海外指標」、
「外国為替」情報領域
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003.ホーム画面

003-1. 指標＆為替(ホーム)

任意の行のタップ→チャート領域を更新

タップして、マーケット（００４）
外国為替（d）へ遷移

左右スクロール
「国内指標」→←「海外指標」→←「外国為替」に
切り替え

タップして、マーケット（００４）
国内指標（a）へ遷移

タップして、マーケット（００４）
海外指標（c）へ遷移



003.ホーム画面

チャート足種類セグメント
選択で足を変更

チャート設定画面を
Popoverで表示

003-1.チャート(ホーム) 1/2

13



003.ホーム画面

チャートグラフのタップでチャート(大)
をモーダル表示

チャート設定を初期
値に戻す

設定画面を閉じて、設
定値をチャートに反映

003-1.チャート(ホーム) 1/2

14



003.ホーム画面

003-2.ニュース(ホーム)
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タップして、ニュース（００４）「ヘッドライン
ニュース」のニュース一覧へ遷移

新ニュース一覧を取得

上下スクロール

任意の行タップで、
ニュース（００４）「ヘッドライン
ニュース」の該当ニュース詳
細画面まで遷移



003.ホーム画面

タップして、マーケット（００４）「ランキング」の該当
ランキング種類の一覧画面（００４−e-１）へ遷移

左右スクロールで他ランキングに切り替え

ランキング設定画面をPopover
で表示

任意の行タップで、
マーケット（００３）「ランキング」
の該当ランキング種類の一覧
画面（００４−e-１）へ遷移

上下スクロール

003-3.ランキング(ホーム) 1/2
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003.ホーム画面

ランキング設定画面をPopoverで表示

003-3.ランキング(ホーム) 2/2

17

東証プライム

東証スタンダード

東証グロース



003.ホーム画面

タップして、残高・建玉（００７）「総残高」画
面（００７−a）へ遷移

タップして、注約一覧（００８）
画面へ遷移

タップして、残高・建玉（００７）「現物保有」
一覧画面（００７ーb）へ遷移

タップして、残高・建玉（００７）「信用保有」
一覧画面（００７−c）へ遷移

任意の銘柄をタップして、注約一覧（００８）
の該当銘柄の詳細画面（００８−１）へ遷移

タップして、注約一覧（００８）の該当
注文の詳細画面（００８−２）へ遷移

003-4.残高・注文一覧(ホーム)

18



004.マーケット
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指標やランキングなどのマーケット情報を確認できます。
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004.マーケット

国内外の指標やランキングなどのマーケット情報を確認できます。

サブ画面領域

マーケットサブ画面セグメント
サブ画面領域の切替え
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004.マーケット

004-a. マーケット（国内指標）
国内指標情報を確認できます。

チャート領域は「００３−１.チャート
（ホーム）」参照

上下スクロール

任意の指数タップで右側
の指数詳細情報を更新
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004.マーケット

004-b.マーケット（国内市場別サマリ）

国内市場情報を確認できます。
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004.マーケット

004-c.マーケット（海外指標） 1/2

海外指標情報を確認できます。

指数詳細情報領域
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004.マーケット

004-c.マーケット（海外指標） 2/2

指数詳細情報
- 「NYSE総売買高」は「売買高」のみ表示
- 「NYSE総売買高」以外は指数情報とチャートを表示

チャート領域は「００３−１.チャート
（ホーム）」参照
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004.マーケット

004-d.マーケット（外国為替）
外国為替情報を確認できます（約１分毎更新）

チャート領域は「００３−１.チャート
（ホーム）」参照

上下スクロール

任意の指数タップで右側の
指数詳細情報を更新
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004.マーケット

004-e.マーケット（ランキング） 1/3

ランキング種別ボタン
タップして、ランキング種別詳細画面
（００４ーeー１）へ遷移

「出来高急増（５日平均）」、
「出来高急増（２５日平均）」
は左右スクロール可能

上下スクロール

さらに見るボタン
動作はランキング種別ボタンと同じ

マーケットのランキング情報を確認できます。

任意の業種タップで、ランキング種
別詳細画面（００４−e−１）へ遷移し、
該当業種を初期表示

任意の銘柄タップで、ランキング売
買代金詳細画面（００４−e−１）へ
遷移し、該当銘柄を初期表示
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004.マーケット

004-e.マーケット（ランキング） 2/3

その他のランキング
全てのランキング種類を一覧で表示。
タップすることで、該当種類のランキング
詳細画面へ遷移

上下スクロール
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004.マーケット

004-e.マーケット（ランキング） 3/3

1 2

3 4

5 6

ホーム画面のランキング種類
の順番に連動

ランキング設定ボタン
ランキング種類と市場を選
択後、完了ボタンをクリック

「値上り率」から「低PER」に
表示変更
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004.マーケット

004-e-1.マーケット（ランキング詳細） 1/2

ランキング画面の
「業種別指数暴落率」
「さらに見る」
ボタンタップで遷移した場合
の初期表示。

ランキング画面の任意の業種を選
択して遷移した場合の初期表示。
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004.マーケット

004-e-1.マーケット（ランキング詳細） 2/2

全てのランキングボタン
マーケット（００４）のランキ
ングメイン画面（００４−e）へ
戻る

銘柄詳細画面(010)
銘柄詳細画面参照

ランキング設定ボタン
タップしてPopoverで「ランキング設定」
画面を表示

上下スクロール

任意の銘柄のタップ
該当銘柄の詳細情報を銘柄詳
細画面(010)に表示



005.ニュース
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市況ニュースを閲覧できます。
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005.ニュース

005.ニュース

ニュースサブ画面セグメント
サブ画面領域の切替え

サブ画面領域

ニュースの一覧から選択したニュース本文を閲覧できます。
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005.ニュース

005-a-1.ヘッドライン 1/2

絞込みボタン
絞込み画面(005-a-1)をPopoverで表示

上下スクロール

任意のニュース選択で該当ニュースの
ニュース詳細画面（005-a-2)へ遷移
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005.ニュース

005-a-1.ヘッドライン 2/2

下スクロール
絞込み条件によるデータ件数が５０件以上の場合、
一番下に「続きを表示」が表示される。
下へスクロールして追加ニュース一覧を取得
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005.ニュース

005-a-1-1.ヘッドライン(絞込み)

銘柄コード
タップして、銘柄コード選択サブ画面
（005-a-1-2)へ遷移

キーワード
タップして、キーワード入力サブ画面
(005-a-1-3)へ遷移

絞込み期間
タップして、開始・終了日選択サブ画面
(005-a-1-4)へそれぞれ遷移

クリアボタン
絞込み条件を解除し初期値に戻す。

ニュースカテゴリ
「全体」を選択すると、個別カテゴリーが解除状態に
なる。

個別カテゴリーを選択することで、「全体」行の選択
が解除される。

個別カテゴリーが全部解除されると、「全体」行が選
択される。

完了ボタン
絞込み選択を決定
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005.ニュース

005-a-1-2.銘柄コード選択サブ画面

戻るボタン
絞込み画面(005-a-1-1)へ戻る

指定なしボタン
絞込み画面(005-a-1-1)へ戻る

検索結果が表示

任意の銘柄をタップす
ることで、絞込み画面
(005-a-1-1)へ戻り、選
択済みの銘柄コードを
設定

検索語入力欄
銘柄コード、銘柄名、関連
キーワードで銘柄検索
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005.ニュース

005-a-1-3.キーワード入力サブ画面

戻るボタン
絞込み画面(005-a-1-1)へ戻る
(絞込み画面へ反映なし)

完了ボタン
入力されたキーワードを絞込み画面
(005-a-1-1)に適用
入力欄が空の状態の場合は「指定なし」
になる

キーワード入力欄
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005.ニュース

005-a-1-4.期間（開始・終了）選択サブ画面

戻るボタン ＜
絞込み画面(005-a-1-1)へ戻る
(絞込み画面へ反映なし)

日付ピッカー
上下スワイプで期間(開始・終了）日付
を指定

完了ボタン
設定した日付を絞込み画面
(005-a-1-1)に適用
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005.ニュース

005-a-2.ヘッドライン（ニュース詳細） 1/2

ニュース一覧ボタン
ヘッドラインニュース一覧(005-a-1)へ
戻る

関連銘柄ニュースボタン
タップするとPopoverで関連銘柄一覧を
表示
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005.ニュース

005-a-2.ヘッドライン（ニュース詳細） 2/2

関連銘柄一覧
関連銘柄中、任意の銘柄をタッ
プすると関連銘柄ニュース一覧
(005-a-3)へ遷移
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005.ニュース

005-a-3. 関連銘柄一覧(メイン) 1/3

ヘッドラインボタン
ヘッドラインニュース一覧(005-a-1)へ戻る

上下スクロール
任意の銘柄選択で右側の
サブ画面が変わる
(005-a-3-1参照)

関連銘柄サブ画面
選択中の銘柄により、画面が変わる
(005-a-3-1参照)

ニュース内容に関連する銘柄についてのニュースを確認できます。
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005.ニュース

005-a-3. 関連銘柄一覧(ニュース一覧) 2/3

銘柄詳細ボタン
銘柄詳細画面(101)へ遷移

上下スクロール

任意のニュースをタップしたら
関連銘柄ニュース詳細画面へ
遷移

更新ボタン
関連銘柄ニュース一覧
を更新
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005.ニュース

005-a-3. 関連銘柄一覧(ニュース詳細) 3/3

銘柄詳細ボタン
銘柄詳細画面(101)へ遷移

上下スクロール
ニュース詳細内容をスク
ロールして表示

ニュース一覧ボタン
現在選択中の銘柄の関連銘柄
ニュース一覧画面(005-a-3)に戻る
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005.ニュース

005-a-3-1.関連銘柄一覧(サブ画面)遷移 1/2

サブ画面がニュース一覧の場合

サブ画面がニュース詳細の場合

サブ画面
変更後銘柄の関連銘柄ニュース一覧に
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005.ニュース

005-a-3-1.関連銘柄一覧(サブ画面)遷移 2/2

サブ画面が銘柄詳細の場合

サブ画面が2WAY注文の場合

サブ画面
2WAY注文のままになる。
2WAY注文を閉じると変更後銘
柄の銘柄詳細画面(101)に戻る

サブ画面
銘柄詳細のままになる。
「ニュース一覧」ボタンタップで変
更後銘柄の関連銘柄ニュース
一覧(005-a-3)に戻る
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005.ニュース

005-b.ニュース(登録銘柄) 1/3

一覧画面領域

サブ画面領域

登録銘柄のニュースを確認できます。
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005.ニュース

005-b.ニュース(登録銘柄) 2/3

上下スクロール

上下スクロール

任意の銘柄選択でサブ
画面が変わる

任意グループ選択で
該当グループの銘柄
一覧画面へ遷移

一覧ボタン
登録・保有銘柄一覧に戻る
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005.ニュース

005-b.ニュース(登録銘柄) 3/3

銘柄関連ニュース一覧銘柄未選択状態

銘柄関連ニュース一覧
(005-a-3)参照

銘柄関連ニュース詳細

銘柄関連ニュース一覧
(005-a-3)参照
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005.ニュース

005-c.ニュース(保有銘柄) 1/3

一覧画面領域 サブ画面領域
初期表示時は「左の銘柄
を選択してください。」メッ
セージが表示される。

保有銘柄のニュースを確認できます。
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005.ニュース

005-c.ニュース(保有銘柄) 2/3

上下スクロール

任意保有銘柄選択で銘柄
詳細画面を表示
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005.ニュース

005-c.ニュース(保有銘柄) 3/3
保有銘柄未選択状態保有銘柄０件の状態

銘柄関連ニュース一覧

銘柄関連ニュース一覧
(005-a-3)参照

銘柄関連ニュース明細

銘柄関連ニュース一覧
(005-a-3)参照



006.銘柄一覧画面
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登録銘柄や保有株式などの株価情報を一覧で表示します。
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006.銘柄一覧画面

006-a. 銘柄一覧画面(登録銘柄)

グループ変更(006-a-1)
表示されている銘柄一覧の
グループを変更する。
グループの作成、編集がで
きる。

銘柄登録(006-a-2)
現在表示されている銘柄
一覧のグループに銘柄を
登録。

銘柄リストの編集
現在表示されている銘柄
一覧の銘柄削除、表示順
を編集。
＊「登録銘柄」のみ編集
可能

銘柄一覧グルプのアップロード、
ダウンロード(006-a-3)

銘柄一覧グループをサーバーへ
アップロードあるいはダウンロー
ドできる。

表示順変更

削除

編集モード終了

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移

登録銘柄の株価等の確認が行えます。
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006.銘柄一覧画面

006-a-1. グループ変更

グループ追加ボタン
新しいグループを追加する。

グループ編集ボタン
グループを削除、表示順を変
更する。

表示順変更

削除

グループの追加、削除、名称変更などが行えます。
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006.銘柄一覧画面

006-a-2. 銘柄登録

銘柄登録完了ボタン
選択された銘柄が現在選択中
（表示中）の一覧に追加される。

銘柄選択
（複数選択可）

銘柄キーワード入力（曖昧検索）
例）銘柄コード、銘柄名、キーワード

銘柄の追加が行えます。
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006.銘柄一覧画面

006-a-3.アップロード、ダウンロード

グループ選択
（複数選択可）

アップロード選択
アップロードするグループを
選択

ダウンロード選択
ダウンロードするグループを
選択

キャンセルボタン
PopOverを閉じる

登録銘柄をアップロード・ダウンロードすることで、別の端末や立花トレードリッチ、立花トレード
株アプリと銘柄を共有できます。

【端末変更時の登録銘柄の引継ぎについて】
お客様の登録銘柄は各端末に保存されます。

機種変更などで新しい端末をご利用される場合は、以下の手順で登録銘柄の引
継ぎが可能です。

①旧端末にて引き継ぎたい登録銘柄を「アップロード」する。
（旧端末が利用停止になる前に実施してください。）

②新端末にて引き継ぎたい登録銘柄を「ダウンロード」する。

※登録銘柄のアップロード・ダウンロードはグループ単位となります。アップロー
ド時は全てのアップロード済登録銘柄が上書きされます。また、ダウンロード時
は、既に同じ名称のグループがある場合、当該グループの登録銘柄が上書きさ
れます。

※絵文字、特殊文字・記号（★、～、◎等）をグループ名に使用した登録銘柄の
アップロード・ダウンロードは、端末によっては正常に読み込むことができない場
合があります。
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006.銘柄一覧画面

006-1. 銘柄一覧画面(銘柄詳細)

銘柄詳細画面(101)
銘柄詳細画面を参照

銘柄リスト
全画面で表示されいた銘柄リスト
が表示される。
- 登録銘柄（銘柄グループ）
- 現物保有（現物保有銘柄リスト）
- 信用保有（信用保有銘柄リスト）

銘柄選択
右の銘柄詳細画面が選択した銘
柄詳細画面に切り替え
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006.銘柄一覧画面

006-3. 銘柄一覧画面（現物保有、信用保有）

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移

信用座未開設の方はこのタッ
プを選択できない。

保有している銘柄の株価等を確認できます。

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移



007.残高・建玉画面
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各種可能額や当日売買代金、日々の可能額推
移などを確認できます。
また、注文のお客様の保有株式や信用建株を
確認できます。
一覧から売却・返済注文に簡単に遷移できます。
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007-1-a. 残高・建玉画面(サマリー) 1/2

サマリー、可能額推移、現物
建玉、信用建玉の切り替える
ボタン

信用口座未開設の場
合は「非活性」になる

007.残高・建玉画面

非課税口座未開設
の場合「非表示」に
なる

信用口座未開設の
場合は「非表示」に
なる

007.残高・建玉画面
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007-1-a. 残高・建玉画面(サマリー) 2/2

追証・立替金不足等が発生した場合、赤
字で文言が表示される

007.残高・建玉画面

赤字（リンク）をタップすると関連情報詳細が
ポップアップで表示される。

007.残高・建玉画面
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007-1-b. 残高・建玉画面(可能額推移)

007.残高・建玉画面

信用口座未開設の
場合は「非表示」に
なる

サマリー、可能額推移、現物
建玉、信用建玉の切り替える
ボタン

保証金率時価試算画面を
ポップアップで表示

007.残高・建玉画面
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007-1-b. 残高・建玉画面(現物保有)

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移

詳細遷移ボタン(007-2)
現物建玉詳細画面へ遷移

「買付」注文ボタン
買付注文画面へ遷移

「売却」注文ボタン
売却注文画面へ遷移

絞り込みボタン
銘柄選択PopOverを表示

銘柄キーワード入力（曖昧検索）
例）銘柄コード、銘柄名、キーワード

銘柄選択
（単一選択）

絞り込みをした銘柄を解除する。

007.残高・建玉画面007.残高・建玉画面
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007-1-c. 残高・建玉画面(信用保有)

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移

「現引」、「現渡」注文ボタン
現引、現渡注文画面へ遷移

「新規」注文ボタン
新規注文画面へ遷移

「返済」注文ボタン
返済注文画面へ遷移

信用建玉詳細画面へ遷移

銘柄選択
（単一選択）

売買選択
（単一選択）

注文タイプ選択
（単一選択）

絞り込みボタン
PopOverを表示

銘柄キーワード入力（曖昧検索）
例）銘柄コード、銘柄名、キーワード絞り込みをした銘柄を解除する

007.残高・建玉画面
007.残高・建玉画面
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007-2. 残高・建玉画面(現物詳細)

「買付」注文ボタン
買付注文画面へ遷移

「売却」注文ボタン
売却注文画面へ遷移

007.残高・建玉画面007.残高・建玉画面
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007-3. 残高・建玉画面(信用詳細)

「現引」、「現渡」注文ボタン
現引、現渡注文画面へ遷移

「新規」注文ボタン
新規注文画面へ遷移

「返済」注文ボタン
返済注文画面へ遷移

007.残高・建玉画面007.残高・建玉画面
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007.残高・建玉画面

007-3. 銘柄一覧画面(銘柄詳細)

銘柄詳細画面(101)
銘柄詳細画面参照

銘柄選択
右の銘柄詳細画面が選択した銘柄
詳細画面に切り替え



008.注文約定一覧画面
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注文・約定の詳細を確認できます。
注文の訂正や取消も可能です。



008.注約一覧画面

008. 注文約定一覧画面

絞り込みボタン
PopOverを表示

詳細遷移ボタン(008-1)
現物建玉詳細画面へ遷移

注文訂正ボタン(008-2)
注文訂正画面へ遷移

注文取消ボタン(008-3)
注文取消画面へ遷移

銘柄選択(101)
銘柄詳細画面へ遷移

69

注文約定を一覧で確認できます。
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008.注約一覧画面

008-1.注文約定一覧画面(注文詳細)

注文訂正ボタン(008-2)
注文訂正画面へ遷移

注文取消ボタン(008-3)
注文取消画面へ遷移

注文の詳細を確認できます。
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008.注約一覧画面

008-2.注文約定一覧画面(注文訂正)

注文一覧へ戻るボタン

注文株数ステッパー
注文株数を入力

注文価格ステッパー
指値選択時に注文価格を入力

注文価格指定ボタン
指値/成行を選択

執行条件選択ボタン
執行条件を選択

注文内容確認ボタン
注文内容の確認に遷移

閉じるボタン
注文を中止

注文の訂正を行えます。
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008.注約一覧画面

008-3.注文約定一覧画面(注文取消)

注文一覧へ戻るボタン
注文取消するための暗証番
号の入力

注文取消中止
（注文を閉じる）

注文取消ボタン

注文の取消しを行えます。
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008.注約一覧画面

008-4.注文約定一覧画面(銘柄詳細)

銘柄リスト
注文一覧銘柄リストが表示される。

銘柄詳細画面(101)
銘柄詳細画面参照。

銘柄選択
右の銘柄詳細画面が選択した銘
柄詳細画面に切り替え



105.銘柄検索画面
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銘柄コード、銘柄名、関連ワードから銘柄を検索し、
銘柄詳細、発注画面まで遷移できます。
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105.銘柄検索画面

105. 銘柄検索画面

銘柄キーワード入力（曖昧検索）
例）銘柄コード、銘柄名、キーワード

キーワード入力キャンセルボタン

詳細画面参照 (010)

初期銘柄リストは検索履歴を２０件
まで表示します。

銘柄の検索を行い、株価情報等を確認できます。
※アプリ画面内右上の虫眼鏡マークから検索画面を開きます。
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105.銘柄検索画面

105-1. 銘柄検索画面(銘柄詳細)

銘柄リスト
検索した銘柄リストが表示される。

銘柄詳細画面(101)
銘柄詳細画面参照。

銘柄選択
右の銘柄詳細画面が選択した銘
柄詳細画面に切り替え



100.その他画面
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暗証番号の変更・省略、注文確認画面の省略、
約定通知（プッシュ通知）の設定が可能です。
入出金の手続きが可能です。
また、金融商品取引法交付書面や
お客様へのお知らせをご確認いただけます。
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100-a. その他画面(メイン)

アプリをログアウト

設定画面(100-b)へ遷移

100.その他画面

お知らせ画面(100-g)へ遷移

金融商品取引法交付書面集画面
(100-h)へ遷移

立花証券Webサイト

オンライン入金画面(100-c)へ遷移

出金依頼画面(100-d)へ遷移

出金取消画面(100-e)へ遷移

入出金照会画面(100-f)へ遷移



約定情報を通知する設定 (プッシュ通知機能)

※アプリが起動している場合、約定通知（プッシュ通知）は表示されません。

※約定通知の利用には端末の設定が必要になりますので、
端末の[設定]-[通知]-[立花株Tablet]にて｢通知を許可｣を選択してください。
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100-b. その他画面(設定)

第一暗唱番号を変更 第二暗唱番号を変更

100.その他画面

注文確認画面の省略、注文発注時の暗証入力の設定

暗証番号の入力を省略する設定にすると、標準WEB、スマートフォン専用WEB、立花トレード株
アプリにも設定が反映されます。ただし、標準WEB、スマートフォン専用WEBからの取引の場合、
各チャネルで当日の初回取引の際に暗証番号の入力が必用となります。

設定

暗証番号は 4 桁～ 48 桁の半角の英数字（a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9）と
記号（#、+、-、.、/、:、_、=）を使用した任意の値に変更できます。
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100-c. その他画面(入金) 1/2

入金元の口座を選択

100.その他画面

入金額を入力

「確認する」ボタン
タップすると入金確認へ進む。

暗証番号を入力
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100-c. その他画面(入金) 2/2

100.その他画面

注意事項に同意して入金する

注意事項に同意しないボタン
入金入力ページに戻る

金融機関サイトを表示する
各金融機関の入金手続きページが表示されるので、ページの案内に沿って入金手続きを行ってください。

100.その他画面
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100-d. その他画面(出金依頼画面)

100.その他画面

出金依頼金額

「出金依頼確認画面」ボタン
タップすると出金依頼確認画面
へ遷移する。

「閉じる」ボタン
タップすることでその他メイン画面へ戻る。

「希望振込日」選択ボタン
タップすることでPopoverの選択可能日
付一覧が表示される。

「連続出金」ボタン
タップすると出金依頼画面に戻る。

「中止」ボタン
タップすると出金依頼画面に戻る。

「閉じる」ボタン
タップするとその他メイン画面に戻る。

「出金依頼」ボタン
タップすると出金依頼受付画面
へ遷移する。

100.その他画面
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100-e. その他画面(出金取消画面)

100.その他画面

「取消」ボタン
タップすると出金依頼取消確認画面へ遷
移する。

「閉じる」ボタン
タップすることでその他メイン画面へ戻る。

「出金依頼取消」ボタン
タップすると出金取消受付画面
へ遷移する。

「連続出金」ボタン
タップすると出金予定一覧画面に
戻る。

「中止」ボタン
タップすると出金予定一覧画面に
戻る。

「閉じる」ボタン
タップするとその他メイン画面に
戻る。

100.その他画面
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100-f. その他画面(入出金確認)

100.その他画面

入出金予定を表示
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100-g. その他画面(お知らせ)

お客様へのご連絡画面に切り替え 立花証券からのお知らせ
画面に切り替え

お知らせの詳細画面へ遷移

100.その他画面
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100-h. その他画面(金商法交付書面集)

詳細画面へ遷移

100.その他画面



101.銘柄詳細情報
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銘柄詳細、信用情報、板画面、会社四季報 新銘柄レポート
などをご確認いただけます。
また、通常注文画面、2WAY注文画面も簡単に表示できます。
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101.銘柄詳細情報

銘柄情報タイトル領域

銘柄情報領域

101_00_00.銘柄詳細情報

個別銘柄の詳細情報を確認できます。
※例えば、アプリ画面右上の虫眼鏡マークから銘柄を検索して詳細情報を表示できます。

ニュース領域

チャート領域



89

101.銘柄詳細情報

銘柄登録ボタン
タップすることで、銘柄
登録フォルダ画面を
Popoverで表示

戻るボタン
タップすることで、前画
面へ遷移

２WAY注文ボタン
タップすることで、２
WAY注文(103)を表示

注文ボタン
タップすることで、通常
注文(102)を表示

四季報ボタン
タップすることで、四季
報PDFサイトをSafari
で表示

決算ボタン
タップすることで、決算
画面(101_03)をポップ
アップで表示

・行(フォルダ)をタップすることで、画面を閉
じて、表示中の銘柄が選択したフォルダに
登録される。
・下記の場合、行(フォルダ）をタップしても
何もしない。
a)表示中の銘柄が既にフォルダ登録済(赤
色)である。
b) フォルダに登録している銘柄数が上限
数に達する。

101_00_01.銘柄情報タイトル
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101.銘柄詳細情報

子画面切替ボタン
タップすることで、該当する子画面を
表示

101_00_03.銘柄情報(1)

左右スクロール(ページング)
「銘柄詳細」→←「信用情報」→←
「板情報」に切り替わる。
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101.銘柄詳細情報

決算(単体) 決算(連結)

101_03_00.銘柄詳細_決算

各銘柄の決算情報を確認できます。

単体/連結ボタン
タップすることで、「決算(単体)」、「決
算(連結)」を切り替え



102.通常注文
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シンプルな操作で素早くかつ快適に株式注文が可能です。
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102. 通常注文

売買区分ボタン
現物買付/現物売付/信用新規買/信
用新規売/信用買建返済・現引/信用
売建返済・現渡から選択

注文枚数入力
注文株数を入力

注文単価入力
指値/成行の選択
指値選択時は注文単価を入力

注文期限ボタン
注文期限を選択

注文内容確認ボタン
注文確認画面に遷移

閉じるボタン
注文画面を閉じる

102-a. 通常注文（注文入力）

執行条件ボタン
執行条件を選択

株式の注文を入力できます。
※銘柄詳細画面右上の注文ボタンから通常注文画面を開くことができます。

口座ボタン
口座種別（特定/一般/NISA）を選択

注文方式ボタン
注文方式（通常/逆指値/通常+逆指
値）を選択

「Ｘ」ボタン
注文画面を閉じる。

注意：内部者（会社関係者）の届け出のある銘柄の注文は受け付けておりません。WEB画面をご利用ください。
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102. 通常注文

102-b. 通常注文（注文入力/信用返済）

注文株数に反映ボタン
返済可能株数を注文株数に入力

株数変更ボタン
102-f. 建玉指定画面に遷移

注文方式ボタン
現引・現渡の選択も可能

注意：内部者（会社関係者）の届け出のある銘柄の注文は受け付けておりません。WEB画面をご利用ください。
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102. 通常注文

102-d. 通常注文（注文確認）

注文発注ボタン
注文を発注する。
注文成功時、注文受付画面に遷移

中止ボタン
発注を中止します
注文入力画面に戻る

暗証番号入力
第二暗証番号を入力
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102. 通常注文

102-e. 通常注文（注文受付）

注文一覧ボタン
注約一覧画面に遷移

継続注文
注文入力画面に戻る



97

102. 通常注文

102-f. 通常注文（建玉指定）

返済株数入力
返済株数を指定

設定ボタン
入力内容を注文画面に反映し、注
文画面に戻る

クリアボタン
全入力フィールドをクリアする

返済順位入力
返済順位を指定

返済したい信用建玉の返済順位を個別に指定することができます。

注意：内部者（会社関係者）の届け出のある銘柄の注文は受け付けておりません。WEB画面をご利用ください。



103.2WAY注文
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買気配・売気配をタップすることで、タイミングを逃さず
取引することが可能です。
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103-a. 2WAY注文(現物) 1/2

売・買注文ボタン
ボタンを押すことで注文を発注するこ
とが可能

注意：内部者（会社関係者）の届け出
のある銘柄の注文は受け付けており
ません。WEB画面をご利用ください。

注文株数入力

全保有株数入力ボタン
売付可能数量を注文株数入力に反映する。

取引区分セグメント
現物・信用新規・信用返済の注文条
件を指定

指値・成行の条件を指定

口座セグメント
特定・一般の口座を選択

103. 2WAY注文

「保有数・建株情報」「チャート」切替

銘柄詳細画面右上の2WAYボタンから2WAY注文画面を開くことができます。

103. 2WAY注文
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103-a. 2WAY注文(現物) 2/2

103. 2WAY注文

「チャート」領域
104. チャート参照

103. 2WAY注文
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103-b. 2WAY注文(信用新規)

弁済区分セグメント
制度信用・一般信用の弁済区分を
選択

更新ボタン
建玉情報を更新

103. 2WAY注文103. 2WAY注文
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103-c. 2WAY注文(信用返済)

返済順セグメント
建日順・単価益淳順、単価損順
の返済順を指定

全建株数入力（売建玉）
売建玉の返済可能株数を注文株数
入力に反映

全建株数入力（買建玉）
買建玉の返済可能株数を注文株数入力に反映

103. 2WAY注文

注意：
2WAY 注文による信用取引の返済で
は、建株の個別指定はできません。
建日順、単価益/ 損順となります。ま
た、「信用属性」が“ 一般信用銘柄”
である銘柄の制度信用建株の返済
注文はできません。
内部者（会社関係者）の届け出のあ
る銘柄の注文は受け付けておりませ
ん。WEB画面をご利用ください。

103. 2WAY注文
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103. 2WAY注文

103-d. 2WAY注文(注文確認)

注文発注ボタン
注文を発注する。
注文成功時、注文受付画面に遷移

暗証番号入力
第二暗証番号を入力

中止ボタン
発注を中止
2WAY注文画面に戻る
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103. 2WAY注文

103-d. 2WAY注文(注文受付)

閉じるボタン
注文受付画面を閉じて、2WAY注文
画面に戻る



104.チャート
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各銘柄のチャートをご覧いただけます。
移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンドなどの
テクニカル指標をご利用いただけます。
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104.チャート

チャート足種類セグメント
足種類を選択

設定ボタン
タップすることで、チャート設定画
面(104_00_01)をPopoverで表示

緑領域にタップすることで、popup
チャート(104_00_02)を表示

104_00_00.チャート

銘柄詳細画面内にチャートが表示されます。
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104.チャート

デフォルトボタン
タップすることで、表示中のパラメータが
初期値に戻る

決定ボタン
指定した設定を反映する

104_00_01.チャート設定

表示する指標を選択
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104.チャート

104_00_02.チャート(popup)



投資に際してのご留意点等
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投資に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分
にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。

【株式等について】

・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の
変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、
債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント
等（以下「裏付け資産」（※）といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変
動することによって損失が生じるおそれがあります。

・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産
の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動
することによって損失が生じるおそれがあります。

・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨の条
件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の
業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価
格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。

（※）裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、
その 終的な裏付け資産を含みます。

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ及びＥＴＮのお取引にあたっての留意点

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同
期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継
続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。

・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しな
い場合 があります。

・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に
制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予
約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが 存在
する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認ください。

レバレッジ型・インバース型ETF等への投資に係る注意事項（https://t-stockhouse.jp/common/cauti
on_etf_leva_inverse/）

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN（※）のお取引にあたっては、以下の
点にご留意ください。

（※）「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率・下落率に連動
し1日に一度価額が算出される上場投資信託（以下「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、ETN」
といいます。）が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて
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【信用取引について】

・株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、株価や基準価額が変動する
ことにより、投資元本を割り込み、損失（元本欠損）が生じる恐れがあります。また、これらにより生じる恐
れがある損失の額は、差し入れた保証金（当初元本）を上回る損失が生じる恐れがあります。

・株式は株価変動等により損失が生じる恐れがあります。株式の発行者や組入れ有価証券の発行者の業
務や財産の状況、市況の変化に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損
失（元本欠損）が生じる恐れがあります。ETNは裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の
信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、
ETNの価格が下落する又は無価値となる可能性があります。これらにより生じる恐れがある損失の額は、
預託した委託保証金の額を上回る恐れがあります。

・建株の株式分割時、分割比率が整数倍の場合は建株数が増加、建て単価が減額されます。分割比率
が整数倍ではない場合、権利入札により権利処理価格が決定され、建て単価から減額されますが、入
札時の相場状況・需給関係によっては、理論上の価格と乖離する場合があります。

・約諾書の印紙代が必要な場合は、当社が負担いたします。

・取引に際し、売買代金の30％かつ30万円以上の委託保証金が必要です。株式・投信で代用する場合は、
原則、基準値段の80％で評価されます。

・信用取引は、取引しようとする額の30％の委託保証金を預託することにより取引が行えることから、取引
額は預託すべき委託保証金の額を上回ります。その比率は、約3.33 倍です。信用取引には、金利等の
諸経費が必要です。

・建株の評価損や諸経費、代用有価証券の値下がり等により、計算上の委託保証金の額が25％未満ま
たは30万円未満となった場合、不足額を当社所定の日時までに差し入れていただく必要があります。差
し入れが確認できなかった場合、当社の任意で建株の全部を決済させていただきます。

・お預かりする委託保証金は分別保管の対象ですが、信用取引により買い付けた株券、及び売り付けた
代金は、分別保管の対象ではないため、当社の経営が破綻した場合等に、信用取引の決済が行えない
可能性があります。この場合、原則、取引所が定めた株価等をもって金銭により清算されますが、支払
い請求権には一切優先的地位が与えられないため、計算上利益が生じている場合であっても、これを受
け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりま
せん。

・建株に係る株主優待は、受け取ることはできません。

算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が＋（プラス）１を超えるものを「レバレッ
ジ型」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「インバース型」といいます。


