
トレードステーションは、米国の金融メディアから最高評価を獲得して
いるTradeStation社が開発した取引システムを、日本株用に改良して提
供しているパソコン専用プラットフォームおよび取引システムです（モ
バイルアプリもご用意しています）。 
 
先進の機能を取り揃えており、日本においても評価の高い取引システム
として、多くのお客様にご利用いただいております。 
 
信用取引でご利用いただければ、収益機会が広がる可能性があり、ぜひ
ご活用いただければ幸いです。 

トレステ信用取引 利用ガイド 
トレードステーション 



信用取引の基本と信用口座開設方法 1 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

信用取引とは、代用有価証券（保有している株式、投信等）や、現金等
を保証金として、証券会社から買付代金の融資を受け、または、株券等
の貸与を受けて取引を行い、反対売買で決済して、その差金を清算する
取引をいいます。 
 
（メリット） 
・代用有価証券や現金等を保証金とし、原則、担保評価額の約3.3倍までの取引が可能です。 
・売付からも取引を開始でき（空売り）、反対売買（買戻し）により差額を清算できます。 
・買付から取引した場合、信用貸借状況によっては「逆日歩」を受け取ることができます。 
 
（デメリット） 
・買付から取引した場合、証券会社から買付代金の融資を受けますので「金利」が発生します。 
・売付から取引した場合、証券会社から株券を貸与されますので、「貸株料」が発生します。 
・期日が設けられ、その間に決済しなければなりません（原則として一般信用を除く）。 
・売付から取引した場合、信用貸借状況によっては「逆日歩」がかかることがあります。 
 
信用取引の詳しい説明は、以下マネックス証券のウェブ画面をご確認ください。 
https://info.monex.co.jp/margin-trade/fundamental/point01.html 

■信用取引口座の開設方法 

信用取引口座を開設するには、マネックス証券の
ウェブ画面にログインして、黄色いメニューの下
「信用取引」をクリックして、「信用取引口座開
設」ボタンをクリックします。 
 
「信用口座開設申込手続き」画面の「お申込手続
き」に表示される書面をお読みの上、確認（申込
み）の「はい」にチェックを入れて、「次へ（登
録情報内容確認）」ボタンをクリックして、次の
画面からお申込みください。 
 
審査は最短で3営業日程度です（申込み状況など
により変動します）。 

必ずPDFを
読んだ上で、
「既読」に
する。 



■「トレードマネージャー口座情報」の起動 
口座状況は、「トレードマネージャー口座情報」で確認できます。プラットフォーム左隅
の「トレーディングアプリ」のタブか、画面上部のアイコンからトレーディングアプリ画
面を呼び出し、 「トレードマネージャー口座情報」を選択して起動します。 

スキャナー使いこなしガイド 

口座状況と余力確認方法 2 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

■取引余力 
営業日の立会開始前は、「営業日開始時点」の数値を、立会開始後は、「リアルタイム」
に表示される数値を参考にしてください。 

■信用維持率 
（預かり資産評価－評価損）÷建玉金額×100 （％
表示）で計算され、この数値が30％に満たない場合、
新規建できません。また25％未満になると、追加
保証金請求の対象となります。 
 
■信用新規建可能額 
この金額の範囲内で新規建ができます。ただし、銘
柄によっては増担保になっているものや、現金保証
金が必要な銘柄もありますのでご注意ください。 
 
※新規注文が成行、および新規売建の指値注文の場合、当日
値幅の上限価格を基に必要保証金が計算されます 
※保証金余力が30万円未満でも、信用新規建可能金額に余
力が表示されますが、実際は新規注文を発注できません 
 
■必要保証金 
信用建玉の必要保証金を表示します。通常は建玉金
額の30％の数値となります。 
 
■取引手数料 
手数料コース毎に計算された営業日当日のリアルタ
イム手数料合計額が表示されます。 
 
■実現損益 
営業日当日に決済した（現物株を含む）銘柄の損益
を合算で表示します（当日の取引手数料は、実現損
益に考慮されておりません）。 

「トレーティングアプリ」のタブ、
もしくはアイコンをクリックして、
「トレードマネージャー口座情報」
アプリを起動します。 



■主な注文方法 

スキャナー使いこなしガイド 

信用取引の取引方法 3 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

■制度信用と一般信用 
制度信用と一般信用では、期日の有無や、新規売りの可否等、いくつか違いがあります。 

オーダーバーからの注文 

板画面（マトリックス）からの注文 

制度信用 一般信用 
期日 6か月※1 なし※2 

新規売り 可能※3 不可※4 

金利 一般信用と比較
して低い 

制度信用と比較
して高い 

手数料 1日の約定代金で計算 1日の約定代金で計算 

現引・現渡 可能 可能（現渡はなし） 

銘柄コード、取引区分、税区分、数量、注文種類を入れ（指値、逆指値の場
合は、それぞれの指値も入力）、注文ボタンで発注します。 

売り板（濃紺の列）、買い板（赤の列）上をク
リックして、指値、逆指値注文を発注します。 
 
成行の場合は、右側の「トレードバー」ボタンか
ら発注します。 

※注文方法については、別途「注文機能かんたんマニュアル」などをご参照ください 

※1 株式合併、株式交換、株式移転、株式併合などにより期日が定められることがあります 
※2 一般信用では※1の他、株式分割や上場型新規予約権の割当などにより期日が定められることがあります 
※3 制度信用でも、貸借融資銘柄や、規制銘柄等では新規売建ができません 
※4 一般信用でもマネックス証券で定めた銘柄は、新規売建可能銘柄に指定されることがありますが、トレードステーション
では利用できません 

トレードステー
ションでは両建が
できません。 
両建を希望される
場合は、制度信用
で売建し、一般信
用で買建して、代
用してください。 
 



■注文状況 

       

スキャナー使いこなしガイド 

注文状況とポジションの確認方法 4 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

■信用期日など確認方法 

■ポジションの確認 

発注した注文は、「トレードマネージャー」の「注
文」タブに表示されます。注文状態が「注文済」もし
くは「約定済」（逆指値は「受付済」になります）と
表示されていることをご確認ください。 
 
注文を発注したにもかかわらず、「送信済」と表示さ
れ、ステータスが変わらない場合は、改めて「トレー
ドマネージャー」を出してください。 
再度、コネクションが確立して、正確な注文状況が確
認できます。 

2020/6/21 

注文が約定して、ポジションが作成されますと、「ポジション」タブにポジションが表示され
ます。ポジションを表示する際、取引区分で「現物」「信用」「全て」を切り替えて表示させ
るとわかりやすいです。 

ポジションの諸経費や信用期日などは、ポジション表示を展開して、2行目以降に表示されま
す。2行目は同一銘柄の合算の表示、2行目以降は個別ポジションの一覧となります。 
 
同一銘柄を複数に分けてポジションを建てた場合、当初の表示は1行に合算されて表示されま
す。ポジションの左隅にある「⊞」 をクリックして展開すると、下に複数行が表示されますの
で、それぞれのポジションの詳細が確認できます。 
 
 

チェックボックス 
損益・諸費用等 信用期日 

注文済 

発注済みの注文は、各注文行の左隅にあ
るチェックボックスにチェックを入れ、
アクションボタンから取消したり、オー
ダーバーにコピーして訂正することが可
能です。 



■ポジションの決済 

■ポジションの決済順位 

スキャナー使いこなしガイド 

ポジションの返済方法 5 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

トレードステーションでは、個別の建玉を指定して決済することはできません。オーダーバーから決
済順位を指定して、決済してください（初期設定では「建玉日（古）順」に設定されています）。 

（新規買建玉の決済） 

（新規売建玉の決済） 

ポジションを成行ですぐに決済する場合は、ポジションの左隅のチェックボックスにチェックを入れ、
アクションボタンから、「今すぐポジションを決済」を選択して発注ください。また、指値などを指定
して決済する場合は「オーダーバーでカスタマイズする」を選択して、オーダーバーから指値などを入
力して決済注文を発注ください。 
 
現引・現渡は「今すぐ現引をする」、あるいは「今すぐ現渡をする」を選択してください。 

・ 建玉日（古）順 
  建玉の古いものから順に返済します 
・ 建玉日（新）順 
  建玉の新しいものから順に返済します 
・ 利益順/1株 
  利益の多い（利益がない場合損失の少ない順）から返済します 
・ 損失額/1株 
  損失の多い順（損失がない場合利益の少ない順）から返済します 



■規制銘柄について   

スキャナー使いこなしガイド 

規制銘柄や逆日歩について 6 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

■逆日歩の確認方法   

規制銘柄は、レーダースクリーンなどで銘柄コードを表示
させると「****-TS(M)」と(M)が表示されます。 

オーダーバーにはアイコンで規制がある旨表示し
ます。このアイコンをクリックしますと、規制情
報画面が立ち上がり、規制の内容が表示されます。 

逆日歩がある銘柄も、規制銘柄と同様の表示がさ
れますので、規制情報画面の「逆日歩銘柄一覧」
でご確認ください。 

逆日歩は、初期画面では1000-2000等、銘柄コー
ド桁別に一覧表示されますが、個別銘柄コードを
入力して個別表示させることもできます。 

逆日歩は、信用倍率が1倍未満の銘柄（空売りが多い銘柄）について発生する可能性が
高くなります。 



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」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」を必ずお読みください。 
 
【マネックス証券株式会社について】 
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 
 

スキャナー使いこなしガイド 

よくある質問（FAQ) 7 
トレステ 信用取引 利用ガイド 

Q：トレードマネージャーに新規建玉余力の表示があるにも関わらず、信用新規建注文が発注
できません。  
 
A：信用取引の最低保証金額は、法令で30万円以上と定められています。お客様の信用新規建
余力が、30万円 以上ない場合は、信用新規建注文が発注できません。また、取引規制により、
新規建余力があるにも関わらず、取引できない場合もあり ます。 
 
Q：不足金が発生したので、即時入金にて充当しましたが、新規建注文が失効となってしまい
ます。 
 
A：不足金を入金すれば、マネックス証券システムでは不足金が即時解消されますが、その情報
がトレードステーションに連携されるのに時間がかかる場合があります。その間、トレードス
テーションシステムでは不足金が未解消状態のため、新規建注文の発注はできません。お急ぎ
の場合は、トレードステーションサポートダイヤルまでご連絡ください。不足金解消の手続き
をいたします。 
 
Q：新規売建注文を指値で発注しました。気配値から見て保証金はぎりぎり足りているはずな
のに、注文が失効してしまいます。 
 
A：新規売建注文を発注する場合、指値でも成行でも、注文発注後に株価が値幅上限価格まで上
昇してしまう可能性があるため、必要保証金は値幅上限価格を基に計算されます。保証金がぎ
りぎりの状態で、注文が失効する場合、上限値幅の価格で保証金を計算して確認ください。 
また、新規買建注文の場合、成行のみ、当該銘柄の値幅上限価格で必要保証金を計算します。 
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