
TradeStation Mobile 
使い方マニュアル 
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推奨機種及び 
アプリケーションダウンロードについて 
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ダウンロード奨励機種 
1. 動作推奨環境 トレードステーション・モバイルは iPhone お
よび Android 端末にて動作します。 

2. 動作推奨環境は以下とな りますが、お客様固有の端末環境等
の理由により、ご利用いただけない場合もあります。予めご
了承くださ い。  

3. iPhone、iPad OS iOS 8 以上 機種 iPhone 4S 以上、iPad 2 
以上、iPod touch 第 5 世代  

4. Android OS Android 4.0 以上（※） 機種 7 インチ以下、タ
ブレットはサポート対象外 （※）Android 4.3 以下のバー
ジョンでは、板情報を表示する「マトリックス」機能のみサ
ポート対象外  
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アプリのダウンロード 

1. アプリのダウンロード トレードステーション・モバイルは、
AppStore（iPhone の場合）、GooglePlay（Android の場
合）で一般公 開されています。それぞれ「トレステ」で検索
いただき、AppStore では「TradeStation Mobile」を選択
の上、アプリをダウンロードしてください。  

 

2. ※証券総合取引口座でトレードステーション契約をしていな
くてもアプリ自体はダウンロードできますが、 契約していな
ければログインすることはできません。  
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アプリのダウンロード 

まず、各自の携帯でApp Storeより 
左記のTradeStation Mobileをダウ
ンロードしてください 
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ログインについて 

1. ログイン 「トレードステーション・モバイル」へのログインは、
証券総合取引口座と同じログイン ID およびパスワ ードでログイ
ンすることができます。  

2. ログイン ID とパスワードは保存できます。 保存されたログイン 
ID とパスワードは、ログイン ID では一部 を、パスワードでは全
てを表示しておりません。 

3.  ログイン操作で所定の回数を失敗されますと、ログインロック が
かかります。 

4. また、複数の IP アドレスからのアクセスがあ った場合など、セ
キュリティの関係から IP ロックによりログ インできなくなるこ
とがあります。  

5. ロックがかかった場合は、トレードステーション サポートダ イヤ
ルまでお問い合わせください。  
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実際に使ってみよう 
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ログイン画面 

ユーザーID, パスワードを入力しましょう 
 
Live=実際の株式の取引バーション 
SIM=シュミレーションバージョン（自身の取引
前に練習のためにお使いください） 
 
慣れるまでは、必ず、シュミレーションで何度も
練習をしましょう。 
 
確認の上、ログインしましょう 
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実際に使ってみよう！ 

１）ログインするとまず、この画面が
表示されます 

２）この左の３本線をクリックしましょう 
  （メニューバー） 
 アメリカ株購入の特徴を押さえておきましょう 
 
• 1株から取引可能 
• 前場や後場がない 
• ストップ高（安）がない 
• ティッカーシンボルが使われる 
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実際に使ってみよう 

今、この画面が出ていることを確
認しましょう。（メニューバー） 
 
個々のの意味に関しては、日本の
TradeStation のマニュアルを確
認して、ご理解ください、 
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口座状況を確認しよう！ 

メニューを呼び出してく
ださい 
 
その中の口座状況をク
リックしましょう 

右記の口座状況を常に
チェックするようにして
ください。 
（例では、シュミレー
ションを使っていますが、
口座状況の確認は、
Liveで行いましょう） 
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株の購入方法 
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株を購入してみよう！ 
１）ここに検索と言う
ボックスがあるので、自
分自身の購入したい株の
ティッカーシンボルを入
れてみましょう 

２）検索して、自分の購
入したい株が見つかれば、
その会社名をクリックし
ましょう 
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株を購入してみよう！ 
１）ここで、自分の購入したい株の
チャートが出てくることを確認してくだ
さい 
（この例の場合は、マクドナルド＝
MCD(Tickerシンボルマーク） 

２）ここの「取引」というボ
タンを押してみましょう 
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株を購入してみよう！ 

「取引」ボタンを押すとこの画面
が表示されます。 
 
通常注文で購入してみましょう 
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株を購入してみよう 

注文種類 
 
指値注文を選択しましょう 
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株を購入してみよう！ 
アメリカ株は、１株から購入可能です。 
自分が購入したい株数をこちらの画面で
打ち込みましょう。 

＊ディフォルトは100に設
定してあるので、➖をク
リックして、０にしましょ
う 

＊0に戻ったら、カーソル
を数字のところに持って
くると、数字のキーパッ
トが出てくるので、購入
数を入れましょう 
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株を購入してみよう！ 
期間選択について 
Day（当日） 
Day＋（当日中） 
GTC 注文が約定するか
キャンセルされるまで有効 
立会時間内のみ 
これをクリックしてくださ
い。 
GTC+ 注文が約定するか
キャンセルされるまで有効 
立会時間外も継続 
GTD 指定した日付まで
有効 
立会時間内のみ 
GTD+ 指定した日付まで
有効 
立会時間外も継続 
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株を購入してみよう！ 

全ての選択を終えたら、 
ブルーの「買」をクリックしましょう。 
 
これで株式購入完了です。 

注文結果が表示されます 
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購入を確認する方法 

１）マイリストを出しましょう 
次に、左上の３本線をクリック
してメニューを出しましょう 

２）メニューの中の注文
一覧をクリックして、確
認しましょう 
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注文一覧のチェック 

この画面で、注文確定を確認し
ましょう 
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購入を取消する方法 

注文が確定したら、最初のメニューバーに 
戻って、注文一覧を確認しましょう 

もし、この段階で間違いをしてしまったと 
分かった場合の対処法 

注文一覧の銘柄を右にスクロールして 
ください。そうすると取消という❌印 
が出てきます。これをクリック 
しましょう。 
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株の売却方法 
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保有株を売却しよう！ 

メニューバーの中のポ
ジションをクリックし
ましょう 

ポジションの中で、
売却したい株をタッ
プしましょう 
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保有株を売却しましょう！ 

タップすると下記にしたのア
イコンが表示されます。 
 
そこで、「取引」をクリック
しましょう 

そうすると、購入した時と同
じ画面が表示されます。 
 
購入時に選んだ条件を今度は
売却を想定して、選び直して、
最後に「売」をクリック。こ
れで売却完了です 
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オプション取引方法 
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ストックオプション取引（プット） 

メニューバーをクリックし、
検索画面を出しましょう 

オプション取引をしたい企業
のTickerシンボルをタイプし
て、その企業をクリックしま
しょう 
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ストックオプション取引（プット） 

自分が取引をしたい企業の
チャート画面が出たら、下にオ
プションのクリックボタンがあ
るので、このボタンをクリック
しましょう 

オプション画面をク
リックするとこの画面
が出てきます。 
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ストックオプション取引（プット） 

1)ストライクプライスの自
身がオプション契約を作る
金額の買気配を選んでク
リックしましょう 

2)そして、次に緑色の
TRADEをクリックしま
しょう。 

3)TRADEを取引する
とこの画面が出るので、
今度は期間を設定しま
しょう。ここをクリッ
クします。 
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ストックオプション取引（プット） 

この画面が出てきたら、この
印をクリックすると下にオプ
ション満期日が出てくるので
自身で満期日を設定してくだ
さい。（ここに出ている実際
の日付は例として認識くださ
い） 

満期日を設定するとこの画面
のようになります。 

満期日を設定できたら、 
「閉じる」を押して全画面に戻
りましょう 
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ストックオプション取引（プット） 

1)ここで満期日設定を確認しましょう 

2)注文種類は指値を選択しましょう 

3)次に、期間は90日注文(GTC)を 
選択しましょう。 

4)最後に注文送信をクリック 
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ストックオプション取引（プット） 

注文確認の画面で注文を確認した上で 
実行をクリックしましょう 

実行を押したら、注文結果確認画面が 
表示されるのでOKで注文完了です。 
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ストックオプション取引（プット） 

注文が確定したら、最初のメニューバーに 
戻って、注文一覧を確認しましょう 

もし、この段階で間違いをしてしまったと 
分かった場合の対処法 

注文一覧の銘柄を右にスクロールして 
ください。そうすると取消という❌印 
が出てきます。これをクリック 
しましょう。 
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ストックオプション取引（プット） 

この画面で注文取消を確認してください 
取消をするのであれば、ここで「はい」 
をクリックしてください。 

次の画面で注文が取消されたことを 
再度確認しましょう 
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ストックオプション取引（プット） 

この画面で注文取消を確認してください 
取消をするのであれば、ここで「はい」 
をクリックしてください。 

次の画面で注文が取消されたことを 
再度確認しましょう 
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ストックオプション取引（プット） 

最終確認のために、再度 
メニューバーから「注文一覧」をクリックして 
注文が完全に取消されたことを確認してください。 
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