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マネックス証券株式会社 
マーケティング部トレードステーション推進室 

 2019年12月16日（月） 
※本資料のチャート等の出所は全てトレードステーションになります。 

1行コード活用のために知っておきたい 
トレステ知識 
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日本株取引ツール「トレードステーション」における国内上場有価証券取引に関する重要事項 

＜リスク＞ 
国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等
の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏
付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍
程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失
（元本超過損）が生じることがあります。 
＜保証金の額または計算方法＞ 
信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。 
＜手数料等（税抜）＞ 
国内株式等のインターネット売買手数料は、一日の約定金額1,000万円ごとに最大5,000円かかります。単元未満株のイ
ンターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、
保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。 
なお、当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 
＜その他＞ 
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「リスク・手数料などの
重要事項に関する説明(https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html)」および「日本株取引サービス『トレードステー
ション』に係るご注意事項(https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf)」を必ずお読みください。 

https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html
https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf
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本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性
について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、
デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、
将来の結果を保証するものではございません。 
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがござい
ます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し
責任を負うものではございません。 
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願い
いたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複
製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あら
かじめご容赦ください。 
マネックス証券株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

セミナーに関するご留意事項 
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EasyLanguageってなんですか？ 
トレステ専用のプログラミング言語です。 
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EasyLanguageでなにができるんですか？ 
■移動平均、RSIのようなテクニカル指標やPEGレシオなどのファンダメンタル指標を独自に
作ることができます。 ⇒ トレステでは「インジケーター」と呼びます。 
■一定の条件を満たしたらローソク足に印を付けたり、指定した記号を表示させるなどでシ
グナルを判別できる指標を独自に作ることができます。 ⇒ トレステでは「ショウミー」と呼
びます。 
 
さらなる応用編として… 
■あらかじめ設定した条件を満たしたら、売買注文を発注する独自のプログラムを作ること
ができます。 ⇒ トレステでは「ストラテジー」と呼びます。 
■様々な機能を持つ独自アプリケーションを開発することができます。 
 ⇒ トレステでは「トレーディングアプリ」と呼びます。標準搭載されている「マルチチャー 
    トビューア」「マルチクオートビューア」もEasyLanguageで開発されたアプリです。 
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前回セミナーのおさらい 
【前回（11月29日）やったこと】 
■トレステの「カスタムインジケーター」を使い、コード1行で価格や出来高をもとにした独自
のインジケーターを作る 
■トレステの「カスタムショウミー」を使い、コード1行で価格や出来高をもとにした独自の
ショウミーを作る 
 
オンデマンド動画はこちら 
1行コードでトレステをパワーアップ！～EasyLanguageはじめの一歩～（2019年11月） 
 
動画では、EasyLanguageの簡単な説明を行い、1行コードを書くだけでも様々なことが
実現できることをご紹介しましたが…中には「難しい」というご意見もございました。 
 
⇒今回は、EasyLanguageの書き方の前に、「作成済のプログラムをどう活用するか」と
いうテーマでお話しします。 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
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今回お話しすること 
■EasyLanguageを覚えなくても、プログラムを活用することはできます 
 
■プログラムの使いどころ（その１ チャート） 
 
■プログラムの使いどころ（その２ レーダースクリーン） 
 
■プログラムの使いどころ（その３ スキャナー） 
 
■EasyLanguageの学習方法（その１ ホームスタディコース） 
 
■EasyLanguageの学習方法 
（その２ 1行コードから始め、既存のコードから学ぶ、アレンジする） 
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EasyLanguageを覚えなくても、プログラムを活用することはできます 

EasyLanguageを覚えると、トレステでできることの幅が広がるので、覚えることをおス
スメしますが、覚えなくても色々できるのがトレステの長所です。 
 
第三者が作った「EasyLanguageで書かれたインジケーター、ストラテジー」を使えれ
ば十分、という考え方もあります。今日は、EasyLanguageの書き方の前に、「作成
済のプログラムをどう活用するか」というテーマでお話しします。 
さらに知りたいと思った方は、ぜひ学習を始めてみてください。 
 
トレードステーション特設サイトでも、トレステにインストールしてすぐ使えるインジケーター
集を公開しています！いくつか見てみましょう。 
 
スグ使えるインジケーター・ワークスペース集 

https://info.monex.co.jp/ts-info/news/workspace.html
https://info.monex.co.jp/ts-info/news/workspace.html
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EasyLanguageプログラムの使いどころ（その１ チャート） 

インジケーター集で提供している「価格帯別出来高」「平均足」を例に、以下についてトレ
ステを操作しながら解説します。 
 
 ・インジケーター（・ワークスペース）のダウンロード手順 
 ・インジケーター（・ワークスペース）の挿入手順 
 ・インジケーター設定変更の手順 
 ・チャートの足種・表示期間の変更手順 
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EasyLanguageプログラムの使いどころ（その２ レーダースクリーン） 

インジケーター集で提供している「場中の急騰・急落銘柄」「信用貸借区分」を例に、以
下についてトレステを操作しながら解説します。 
 
 ・インジケーター（・ワークスペース）の挿入手順 
 ・設定変更の手順 
 ・レーダースクリーンで覚えておきたい２つのポイント： 
  「タイムフレーム（足種）」と「累積計算のため追加データをロード」 
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EasyLanguageプログラムの使いどころ（その3 スキャナー） 

インジケーター集で提供している「『当日出来高 ＞ 直近10日間出来高移動平均の5
倍』銘柄スクリーニング」を例に、以下についてトレステを操作しながら解説します。 
 
 ・インジケーター（・ワークスペース）の挿入手順 
 ・設定変更の手順 
 ・スキャナーを使うときに覚えておきたいポイント： 
  「銘柄名の挿入」「スキャン条件の共有」「条件に迷ったらサンプルスキャン」 
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EasyLanguageの学習方法（その１） 
＜じっくり着実に身に付けたい方向け＞ 
「EasyLanguage ホームスタディコース」に取り組んでみましょう。 
 
ホームスタディコースとは、EasyLanguageについて、練習問題を解きながらひとつ
ひとつ自分のペースで学んでいくことができるテキストです。 
EasyLanguage ホームスタディコース 
 
また、EasyLanguageを基礎から分かりやすく解説した入門書籍
「EasyLanguageプログラミング入門」もおすすめです。 
Amazonサイトのリンク 
著者の本郷氏による解説セミナーのオンデマンド動画 
 

https://info.monex.co.jp/tradestation-support/manual.html#01
https://www.amazon.co.jp/EasyLanguage%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E9%96%80-%E6%9C%AC%E9%83%B7%E5%96%9C%E5%8D%83/dp/4866362480/ref=pd_ecc_rvi_1
https://www.amazon.co.jp/EasyLanguage%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E9%96%80-%E6%9C%AC%E9%83%B7%E5%96%9C%E5%8D%83/dp/4866362480/ref=pd_ecc_rvi_1
https://www.youtube.com/watch?v=xwnDGVHTnD4
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EasyLanguageの学習方法（その２） 
＜とにかくやりたいことを早く実現したい＞ 
まずはとにかく書き始めたい、という方は以下のオンデマンド動画もご参照ください。 
 
1行コードでトレステをパワーアップ！～EasyLanguageはじめの一歩～（2019年11月） 
 
EasyLanguageで簡単相場分析 
 
【トレステ簡単操作集】スキャナー「カスタムライン」でオリジナル条件追加 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=8HfGCXTATmk
https://www.youtube.com/watch?v=IJfuIoyYcbI
https://www.youtube.com/watch?v=IJfuIoyYcbI
https://www.youtube.com/watch?v=IJfuIoyYcbI
https://www.youtube.com/watch?v=mzWyJAkqdL0
https://www.youtube.com/watch?v=mzWyJAkqdL0
https://www.youtube.com/watch?v=mzWyJAkqdL0
https://www.youtube.com/watch?v=mzWyJAkqdL0
https://www.youtube.com/watch?v=mzWyJAkqdL0
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本セミナーのサポートスレッド（期間限定）のご案内 
■ ご存じですか？トレステフォーラム 
トレステフォーラムは、お客様同士でトレードステーションについてわからないことや相談したいこ
とを投稿し、解決していくことができる場所です。ちょっとした疑問や、日々使っていく中で使い
方に悩むことがあれば、フォーラムに投稿することができます。 
 
本セミナー終了後、トレステフォーラム内に 
「1行コード活用のために知っておきたい、トレステ知識 
セミナーサポートスレッド」と題したスレッドを 
立て、ご質問、今後のセミナー内容への 
ご要望など、いただいた投稿に回答いたします。 
（2~3週間程度の期間限定） 
 
トレステフォーラム利用マニュアル 

https://info.monex.co.jp/ts-support-info/files/pdf/manual_tsforum.pdf
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選べる3つの一日定額プラン、手数料無料期間あり 
アクティブトレーダ向きの手数料で分析も取引もトレステで！ 

初期設定は「ノーマルプラン」となっておりますが、証券総合取引口座ログイン後の画面から「ミニプラン」に変更することができます。 
ラージプランは信用取引口座開設済みのお客様のみお選びいただけます。取引手数料は「1日の約定金額（現物取引と信用取引の合計額）」をもとに計算します。 
詳細は特設サイトをご確認ください。 

新規利用開始時は、最大3ヶ月間取引手数料無料です。 
お得な手数料無料プログラム 最大3ヶ月間取引手数料無料！トレステデビュー応援プログラム 
トレードステーション利用契約設定日の翌営業日から、利用契約設定日の属する月の翌々月末まで取引手数料が無料になります。 
プログラム期間中に累計約定金額が5,000万円に達した場合、翌々営業日より通常の取引手数料体系に移行されます。約定金額は、現物取引と信用取引の合計額となります。 
※利用契約設定日が2019年12月1日以前の場合は、累計約定金額が5,000万円に達した翌週の第2営業日より通常の取引手数料体系に移行されます。 
 

プラン名 1日の約定金額 
（現物取引と信用取引の合算） 

取引手数料 
（税抜） 

ミニプラン 10万円ごと 50円 

ノーマルプラン 100万円ごと 400円 

ラージプラン 1,000万円ごと 3,250円 
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 11/18（月）より、信用取引応援プログラムを改定いたしました！ 

信用取引で以下の条件を 
満たせば、最大3ヶ月間の 
取引手数料が無料！ 

条件のいずれかを満たす場合、達成した翌々営業
日からその翌々月末まで（最大3ヶ月間）の株式
取引手数料（現物/信用含む）を無料といたします。   
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キャンペーンのお知らせ 

詳細はこちら 
信用取引応援プログラム改定記念！5万円分Amazonギフト券をプレゼント【どなたでもご応募いただけます】 
https://info.monex.co.jp/ts-info/campaign/20191108.html 
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ご清聴いただきありがとうございました。 
トレステの進化にご期待ください！ 

トレードステーション特設サイト 
http://info.monex.co.jp/tradestation/ 

トレステ 

次回 12月20日（金） 20:00～21:00 
一歩踏み込んだトレードステーション 
講師：プロダクト部 山田真一郎 
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