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ログイン

左上のメニューバーから「口座開設/ログイン」をタップします。
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※写真例は「iOS」です。



ログイン

ご登録のメールアドレスまたは口座番号を入力し、ご自身で設定されたパスワードを入力して
「ログイン」します。
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２段階認証コードを設定され
ている場合は、認証アプリに
表示される６桁のコードを入
力したら「ログイン」へ進ん
でください。

※ 2段階認証とは、資産保護およびセキュ
リティ強化を目的として、ログインパス
ワード（第1認証）の入力に加え、端末上
で常時発行される認証コード（第2認証）
を入力させる仕組みです。当社サービスの
ご利用時は2段階認証をご設定のうえご利
用いただくことを推奨しております。

※写真例は「iOS」です。



トップ（注文）

「総資産・入出金・コイン送受」
「ポジション一覧」
「予約注文一覧」
をダイレクトに表示できます。

「レバレッジ」か「現物」
取引区分をどちらかに切り替え
ます。各銘柄の直近の値動きが確認でき

ます。
※グラフは「折れ線」または
「ローソク足」どちらかに切り替
え可能です。

ここで選択した銘柄の値動き
が、上のグラフに表示されま
す。

「売りの値段」「買いの値段」
どちらかに切り替えます。
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メニュー

取引情報の準リアルタイムレポートを確認できます。

「トップ」へ移動できます。

日本円、現物暗号資産の残高確認、入出金、入出庫ができます。

日本円、現物暗号資産の変動履歴が確認できます。

未約定の予約注文が確認できます。

注文の履歴が確認できます。

現在保有中のレバレッジポジションを一覧表示します。

約定した注文の履歴が確認できます。

口座の資産状況を確認できます。

年間損益報告書を確認できます。

指定した期間の損益の推移を確認できます。
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メニュー

レバレッジ手数料を確認できます（毎週月曜日更新）。

CoinPostのクリプト指標を確認できます。

銘柄別価格一覧を確認できます。

貸コインの申し込みや申し込み状況の確認ができます。

銘柄別参考価格を確認できます。

積立の申し込みができます。

積立の申し込み状況が確認できます。
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メニュー

最新の各種規約を確認できます。

当社の個人情報保護方針を確認できます。

サービス総合約款を確認できます。

当社から発信するお知らせを確認できます。

お客様情報の変更やセキュリティ設定等ができます。

「操作マニュアル」を確認できます。

「よくある質問」を確認できます。

ログアウトできます。



現物の取引
銘柄、注文方法選択

「現物」を選択し、下部で取引する「銘柄」をタップします。
「売る」「買う」の売買区分を選ぶと注文画面へ移動します。



現物の取引
今すぐ注文

「今すぐ注文」はストリーミング注文です。「この数量を買う」（または売る）で数量を指定
すると、下部の「～～を買う」（または売る）ボタンが活性化します。このボタンを押すと確
認画面が表示されるので、内容を確認のうえ「確定する」を押すと発注完了です。



現物の取引
予約注文（指値・逆指値）

「予約注文」では、指値または逆指値の注文ができます。「予約注文」を選択して「このレー
トになったら」を押し、希望レートと数量を指定して「決定」を押すと、入力された希望レー
トによって、指値・逆指値の区別が自動判定されます。入力内容を確認のうえ下部の「～～を
買う予約をする」（または売る）に進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完了です。
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レバレッジの取引（新規）

銘柄、売買区分選択

「レバレッジ」を選択し、下部で取引する「銘柄」を選択します。
「売る」「買う」の売買区分を選ぶと注文画面へ移動します。

ご希望の取引銘柄
を、スクロールして
お選びください。



レバレッジの取引（新規）
今すぐ注文

「今すぐ注文」はストリーミング注文です。「この数量で買い注文」（または売り注文）で数
量を指定すると、下部の「～～を買い注文する」（または売り注文）ボタンが活性化します。
ボタンを押すと確認画面が表示されるので、内容を確認のうえ「確定する」を押すと発注完了
です。



レバレッジの取引（新規）
予約注文（指値・逆指値）

「予約注文」では、指値または逆指値の注文ができます。「予約注文」を選択して「このレー
トになったら」を押し、希望レートと数量を指定して「決定」を押すと、入力された希望レー
トによって、指値・逆指値の区別が自動判定されます。入力内容を確認のうえ下部の「～～を
買い注文予約する」（または売り注文予約）に進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完
了です。



レバレッジの取引（新規）
IFD注文

IFD注文とは、レバレッジ取引にて「新規注文」と「決済注文」を同時に出す注文方法です。
「IFD注文」を選択して注文レート入力欄を押し、希望レートと数量を指定して「決定」を押
します。入力内容を確認のうえ下部の「～～を買い注文予約する」（または売り注文予約）に
進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完了です。



レバレッジの取引（新規）
IFO注文

IFO注文とは、レバレッジ取引にて「IFD注文」と「OⅭO注文」を組み合わせた注文方法で
す。新たにポジションを建てるための新規注文と、その決済のための指値・逆指値の決済注文
を同時に設定できます。「IFO注文」を選択して注文レート入力欄を押し、希望レートと数量
を指定して「決定」を押します。入力内容を確認のうえ下部の「～～を買い注文予約する」
（または売り注文予約）に進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完了です。



レバレッジの取引（決済）
ポジション一覧

レバレッジ取引の決済注文は「ポジション一覧」から対象ポジションを選択します。
「トップ」または「メニュー」から「ポジション一覧」を表示し、選択してください。

▼トップ

▼メニュー



レバレッジの取引（決済）
今すぐ注文

「今すぐ注文」はストリーミング注文です。ポジション毎の決済となりますので、発注のタイ
ミングで「～～ポジションを決済する」をタップすると確認画面が表示され「確定する」する
と発注することができます。



レバレッジの取引（決済）
予約注文(指値・逆指値)

「予約注文」では、指値または逆指値の注文ができます。「予約注文」を選択して「このレー
トになったら」を押し、希望レートと数量を指定して「決定」を押すと、入力された希望レー
トによって、指値・逆指値の区別が自動判定されます。入力内容を確認のうえ下部の「～～ポ
ジションの決済を予約をする」に進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完了です。

￥



レバレッジの取引（決済）
予約注文(OCO)

￥

「OCO注文」は、指値注文と逆指値注文を同時に発注し、いずれか一方が成立したら自動的
にもう片方がキャンセルとなる注文形式です。「OCO注文」を選択して「このレートになっ
たら」を押し、希望レートと数量を指定して「決定」を押すと、入力された希望レートによっ
て、指値・逆指値の区別が自動判定されます。入力内容を確認のうえ下部の「～～ポジション
の決済を予約をする」に進み、確認画面で「確定する」を押すと発注完了です。



「予約注文一覧」では、未約定の注文を確認することができます。当該画面の明細を選択す
ることで、「注文取消」の画面に移動できます。
「この予約を取り消す」を押し、確認画面で「確定する」を押すと注文が取り消されます。
なお、変更が完了する前に約定した場合は約定が優先されます。

予約注文一覧
注文取消



「今すぐ注文（ストリーミング注文）」は提示価格で発注する注文形式ですが、発注直後に価格が動い
た場合、スリッページ設定内の価格であれば約定します。

※アプリで注文する場合、スリッページ設定が最大値（各銘柄の呼値単位×30000）で固定されていま
す。ご注意ください。

注文執行方法

■今すぐ注文（ストリーミング注文）

指値注文は、約定希望価格を指定して発注する注文形式です。買い注文は、指定した価格以下へ価格が
動いた時に約定し、売り注文は、指定した価格以上へ価格が動いた時に約定します。

■予約注文（指値）

逆指値注文は、約定希望価格を指定して発注する注文形式で、指値注文と逆の条件で約定します。買い
注文は、指定した価格以上へ価格が動いた時に約定し、売り注文は、指定した価格以下へ価格が動いた
時に約定します。主に損失を限定させるための注文形式として利用します。

■予約注文（逆指値注文）
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IFD注文とは、レバレッジ取引にて「新規注文」と「決済注文」を同時に出す注文方法です。

注文執行方法

■IFD注文

IFO注文とは、レバレッジ取引にて「IFD注文」と「OⅭO注文」を組み合わせた注文方法です。新たに
ポジションを建てるための新規注文と、その決済のための指値・逆指値の決済注文を同時に設定できま
す。

■IFO注文
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「口座詳細」では、レバレッジ取引に関する口座状況を確認することができます。
レバレッジ取引の場合、「証拠金維持率」が80%以下になると損失拡大を防ぐために強制決
済が執行（ロスカット）されます。また、毎取引日の午前6時59分時点で証拠金維持率が
100％を下回ると追加証拠金が発生します。

口座詳細



総資産・入出金・コイン送受
残高確認

日本円、現物暗号資産の残高確認のほか、入出金、入出庫ができます。
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総資産・入出金・コイン送受
日本円を入金

入金はクイック入金にて行うことができます。
「総資産・入出金」で「JPY」を押し、下部の「日本円を入金」を選択します。
「入金額」を入力し、「振込先の銀行を選択」から、検索または表示されている銀行名を選び
「銀行ページへ」へ進み、銀行画面より処理を進めてください。
※みずほ銀行、ゆうちょ銀行はご利用いただけません。



総資産・入出金・コイン送受
日本円を出金

「総資産・入出金」で「JPY」を押し、下部の「日本円を出金」を選択します。
「出金可能金額」の範囲内で「出金額」を指定し、「出金する」を押します。
確認内容で出金予定日のほか、内容に間違いがなければ「実行」をタップすることで、出金依
頼を出すことができます。
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総資産・入出金・コイン送受
暗号資産の入庫

「総資産・入出金」より、入庫したい暗号資産を選択し、下部の「～～を受け取る」を選択し
ます。表示されるQRコードをウォレットアプリで読み取るか、「アドレスをコピー」を押し
て送り元にてご利用ください。また暗号資産の入出庫の際は、画面に記載の注意事項をご確認
のうえ、間違いのないように操作してください。



総資産・入出金・コイン送受
暗号資産の出庫（１）

「総資産・入出金」で出庫したい暗号資産を選択し、下部の「〇〇を送る」を押します。
「アドレス一覧」に登録されている送付先アドレスから、送金したいアドレスを選択すると数
量入力画面へ遷移します。

29



総資産・入出金・コイン送受
暗号資産の出庫（２）

アドレスの登録内容を確認し、間違いがなければ、「送る数量」を入
力します。
下部の「注意事項」を確認のうえ、「〇〇を送る」を押します。

次画面で2段階認証コードが求められますので、認証コードを入力す
ると、メインメールアドレスへ確認メールが送信されます。メール本
文内のURLにアクセスするまで出庫予約の処理が完了しませんので
、ご注意ください。

なお、出庫予約は1件までです。先に出した出庫予約の出庫が完了す
るまで次の出庫予約は出すことができません。 30



次ページ参照

総資産・入出金・コイン送受
出庫アドレスを登録（１）

「アドレス一覧」から「アドレスを登録する」を押し、アドレス登録画面にて必要項目を入力
します。入力後、認証アプリを確認のうえ、2段階認証コードを入力すれば、アドレスを登録
できます。
※アドレス登録画面の詳細については次ページを参照してください。



総資産・入出金・コイン送受
出庫アドレスを登録（２）

登録画面にて必要項目を入力し、「登録する」を押します。

【項目説明】
・宛先ラベル：アドレスを管理するためのわかりやすい名称を入力

・アドレス：直接入力または、ウォレットのQRコードを読み取るか、保存されて
いるQRコードがあれば「写真から選択」で読み込みが可能

・受取人：「ご本人様」「ご本人様以外」から選択
※「ご本人様」を選択した場合は、氏名（漢字）・住所は入力不要です。

・受取先：「暗号資産交換業者等」「その他」から選択
※受取先で「暗号資産交換業者等」を選択した場合は、暗号資産交換業者の項目か
ら主要業者を選択できます。該当する暗号資産交換業者がない場合は「その他」を
選択し、受取先名称を入力してください。
※受取先で「その他」を選択した場合、暗号資産交換業者等の項目は選択せず、受
取先名称を入力してください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



入出金履歴

「入出金履歴」は、日本円のほか現物暗号資産の入出庫、損益等の変動履歴が確認できます。
上部の「銘柄を選んでください」を切り替えることで、円または暗号資産の明細を確認できま
す。また、この画面から入出金、入出庫の画面へ遷移することが可能です。



注文履歴

「注文履歴」は、現物およびレバレッジ取引の注文の履歴を確認できます。



約定履歴

「約定履歴」は、現物およびレバレッジ取引で約定した履歴を確認できます。



期間損益

「期間損益」は、指定した期間の損益推移を確認できます。

イーサリア
ム

ビットコイン

すべ
て

エックスアール
ピー



報告書

「報告書」では、年間損益報告書（PDFデータ）を出力することができます。
ご希望の当該年を選択するとPDFデータが表示され、右上「メニュー」をタップすると、
PDFデータの保存や送信などができます。確定申告にてご利用ください。



Trade Blotter（トレードブロッター）

Trade Blotter（トレードブロッター）では、VCTRADEでの顧客取引における「未決済建
玉」「指値」「歩み値」をご確認いただけます。
本レポートは1時間ごとに30分前の情報が更新されます。



レバレッジ手数料
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レバレッジ手数料は、前週月曜日～の実績値から算出し、毎週月曜日に本ページに掲載、同水
曜日分のお取引から適用いたします。
レバレッジ手数料率カレンダーは、毎週月曜更新です。



CoinPostクリプト指標

40

「クリプト指標」とは、暗号資産の価格変動に影響する経済指標のことです。株式会社
CoinPostがクリプト指標を一覧にして掲載していますので、暗号資産の参考情報としてご活
用ください。



最良執行価格表示
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当社が運営すると取引システム上での所定の取引ルールに基づき約定執行することを基本と
し、当社が取り扱っている全銘柄の価格を販売所/取引所ごとに売買別に価格表示をご確認い
ただけます。



参考価格表示（JVCEA）
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「参考価格」は、国内の暗号資産交換業者において約定されたレートに基づき、日本暗号資産
取引業協会（JVCEA）がとりまとめ計算したものを、国内現物暗号資産の参考価格として公
表するものです。ページ上の運用方法や免責事項をご確認のうえ、適宜ご参照ください。



積立申込
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「積立申込」では積立の申込ができます。 ご希望の「銘柄」「積立金額」「積立頻度」「積
立期間」を選択してください。
銘柄の変更時は、表示されている通貨をタップすると右図のように画面下から選択できる銘柄
が表示されます。積立金額は500円～200万円の間で設定できます。積立頻度を「無制限」に
設定した場合は、積立期間入力画面は表示されません。

ご希望の取引銘柄
を、スクロールして
お選びください。

積立申込の内容を選択



積立申込
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申込内容を確認し、画面下部の「申し込み」ボタンを押すと、申込確認ダイアログが表示され
ます。内容を確認のうえ「申込実行」を押すと積立申込完了です。

積立申込



積立状況一覧
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積立取消

「積立状況一覧」では、積立状況を確認することができます。当該画面の明細の「取消」ボタ
ンを押すと、取消確認ダイアログが表示されます。内容を確認のうえ「中止実行」ボタンを押
すと申込が中止されます。



貸コイン
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貸コイン申込

「貸コイン」では貸出の申込ができます。 ご希望の「コース」を選択し、「申込数量」を入
力してください。
申込内容を確認し、「申し込み」ボタンを押すと、申込確認ダイアログが表示されます。内容
を確認のうえ「申込実行」を押すと貸出申込完了です。
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申込取消

申込中のコースを取消したい場合は、「申込中・貸出中」一覧画面にある「取消」ボタンを押
すと、取消確認ダイアログが表示されます。内容を確認のうえ「取消実行」ボタンを押すと申
込が取消されます。
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貸コイン状況一覧

「履歴」では、貸コインにおける全申込・貸出状況を確認することができます。



設定

「設定」は、お客様の登録情報の変更や、チャートの表示設定、メールの通知設定やセキュリ
ティとして、「2段階認証の設定」「パスワード変更」を行うことができます。
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