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1：はじめに…知っておくべきことは？ 

1-1 推奨環境について 

パソコン、スマートフォンどちらでもご利用いただけます。 

 

・PC 環境の場合 

 Windows：Windows 7 以降 

  対応ブラウザ： 

 Chrome / Firefox / Safari 

  

※パソコンからは高速･高機能のインストール型 

お取引専用ソフトもご利用いただけます。 

詳細は以下のフィリップ証券 Web サイトより 

ご覧ください 

https://www.phillip.co.jp/fx/fx_login.php#download 

 

・スマートフォンの場合 

 Android：Andorid4.0 以降 

 iOs  ：iOs 6.0 以降 

  

※ブラウザ上で動作する「e フィリップ FX」だけではなく 

 スマートフォン向けアプリのご用意もあります。 

 GooglePlay / iTunes で「フィリップ FX」と検索し 

 アプリをインストールしてご利用ください。 

 

 

 

 

1-2 ログインについて 

 

フィリップ証券 Web サイトより【e フィリップ FX】をクリックすると以下の 

ログイン画面が表示されます。 

 

<<入力部分のみ拡大>> 

※上記は初回ログイン時の場合です。 

パスワード変更をされた場合は変更後のものをご利用ください。 

① 郵送でお送りしたユーザーID を入力 

② 口座開設時に入力したパスワードを入力 

③ パスワードを保存する場合はチェック 

④ Login ボタンを押してログイン 

https://www.phillip.co.jp/fx/fx_login.php#download
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1-3 画面の見方について 

 

ログインが完了すると取引画面が表示されます。 

ここでは各項目の見方をご説明します。 

 

 

 

＜＜MEMO＞＞ 

e フィリップ FX はマルチデバイス対応、軽快なお取引環境作りのみに特化したお取引ツールです。 

以下の機能はアプリケーション版または Java 版にてご利用ください。 

・取引報告書の閲覧 

・ログインパスワードの変更 

・お客様専用マーケットニュース「MarketWin24」の表示 

① 【Login ID】お客様のユーザーID です。 

② 【口座番号】お客様の FX 取引口座番号です。 

③ 【預金】現在口座に預けられている金額。 

※スワップ金利を含んでおり利益が出た場合は加算、 

損失が出た場合は減算されていきます。 

④ 【残高】その時点で全て決済したら残る金額 

※使用証拠金と可能証拠金の合計額 

⑤ 【使用証拠金】担保されている証拠金の合計金額。 

※ポジションを決済すると返還されます。 

ただし、強制ロスカットの際のスリッページ分の 

損失額は使用証拠金から減額されます。 

⑥ 【可能証拠金】取引に使用可能な余裕金。 

残高から使用証拠金を引いたもので、可能証拠金 

がゼロ以下になると強制ロスカットになります。 

⑦ 【純損益】保有ポジションの含み損益だけでなく、 

スワップ金利を合算した損益額です 

⑧ 【取引レート】取引可能な通貨ペアが表示されます 

 買いの場合は買値、売りの場合は売値で取引します。 

⑨ 【保有ポジション】保有ポジションが表示されます。 

⑩ 【注文一覧】発注している注文が表示されます。 

⑪ 【決済履歴】決済したポジションが表示されます。 

（初期設定では直近 30 取引のみ） 

⑫ 【各種設定】設定変更が可能です。 

※パスワード変更はアプリケーション版または Java版 

よりご利用ください。 
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1-4 入出金について 

 ＜入金先口座＞ 

 以下いずれかの銀行口座へお振込ください。 

 お振込の際、お客様のお名前と共にユーザーID を付記してご入力ください。 

 

銀行名 口座情報 

三菱東京 UFJ 銀行 江戸川橋支店 普通口座 1073201 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

 赤坂支店 普通口座 4861600 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

みずほ銀行 赤坂支店 普通口座 2015479 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

三井住友銀行 赤坂支店 普通口座 8735179 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

ゆうちょ銀行 記号 10090 番号 9548081 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

ジャパンネット銀行 本店営業部 普通口座 6572885 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

楽天銀行 サンバ支店 普通口座 7024468 

 口座名義：フィリップショウケン（カ 

  

上記は基本的に平日銀行営業時間のみの対応となりますが、楽天銀行のみ銀行 

 営業時間外でもお振込反映が可能です。※お取引口座に直結しているシステム

ではありませんので反映にお時間をいただく場合があります。 

 

 

 

＜ご出金手続き・ご依頼方法＞ 

 ご出金のご依頼はフィリップ証券 Web サイト内にあります 

「出金依頼フォーム」よりご入力ください。 

 

※出金依頼フォームはこちら。 

https://www.phillip.co.jp/fx/withdraw.php 

  ご出金のご依頼に際して、当日の 15 時までにご依頼を頂いた場合、 

当日を含め遅くとも 3 営業日後の 15 時までにお客様の銀行口座に振込 

手続きをいたします。 

お客様の銀行口座への着金までには時間がございますので、リスク管理には 

ご留意いただきますようお願いいたします。また、原則、１回の最低出金額は、 

全額出金する場合を除いて１万円とさせていただきます。 

 

 ※迅速な出金処理のため、登録銀行口座の変更（店舗統廃合による支店名や 

口座番号の変更等が多くなっています）がある場合は、必ずご連絡ください。 

  …登録銀行口座のお届けの際は以下「各種マニュアル」ページより、 

  「届出事項変更届」を印刷、ご記入のうえご提出ください。 

https://www.phillip.co.jp/fx/manual.php 

 

  「各種マニュアル」ページでは印刷してご利用いただく「出金依頼書」の 

  ダウンロードが可能です。FAX、メールまたは郵送でご提出いただくことで 

  ご出金のご依頼を受付けておりますので、上記出金依頼フォームでの入力と 

  いずれかお客様に合ったものでご依頼ください。 

 

 

https://www.phillip.co.jp/fx/withdraw.php
https://www.phillip.co.jp/fx/manual.php
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2：取引する…売ったり買ったり。 

2-1 新規注文（成行） 

①発注画面を表示する 

取引レートから取引したい通貨ペアの売値または買値を右クリックし、 

出てきたメニューから「買」または「売」をクリックします。 

※売値または買値を左クリックしても同じ発注画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②注文内容を確認し送信する 

 成行注文の場合、Market にチェックが入っていることを確認し、取引数量を 

 入力、イフダン注文やイフダン OCO の場合には「ストップ注文の事前設定」 

およびリミット注文の事前設定のいずれか、又は両方にチェックを入れて 

設定するレートを入力します。 

 入力内容をすべて確認し、よければ「送信する」をクリックします。 

 

 

2-2 新規注文（指値・逆指値） 

①発注画面を表示する 

取引レートから取引したい通貨ペアの売値または買値を右クリックし、 

出てきたメニューから買いの場合「Entry Buy」を、売りの場合には 

「Entry Sell」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②注文内容を確認し送信する 

 買い指値注文の場合､Entryのチェックのうち下の Entryにチェックが入って 

いることを確認し（逆指値注文の場合には上にチェックを入れます）、取引数 

量を入力、イフダン注文やイフダン OCO の場合には「ストップ注文の事前設 

定」およびリミット注文の事前設定のいずれか、又は両方にチェックを入れて 

設定するレートを入力します。 
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※売り注文の場合には買い注文の場合とは逆に指値注文の場合には Entry の

チェックのうち上の Entry にチェックを入れ、逆指値の場合には下にチェッ

クを入れての発注となりますのでご注意ください。 

 入力内容をすべて確認し、よければ「送信する」をクリックします。 

 

2-3 決済注文（成行） 

①発注画面を表示する 

保有ポジション画面で決済したいポジションの     をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

②注文内容を確認し送信する 

内容を確認し、「送信する」をクリックします。 

2 ロット以上のポジションの場合には部分決済が可能です。 

入力の際に取引数量(ロット)を確認のうえ送信するようご注意ください。 

 

 

③決済レートを確認する 

決済注文成立後には必ず「決済履歴」にて内容をご確認ください。 
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2-4 決済注文（指値･逆指値） 

①指値・逆指値の発注画面を表示する 

 

保有ポジション画面で指値注文または逆指値注文を設定したいポジションの     

または    をクリックします。 

で指値注文、   で逆指値注文の設定画面が開きます。 

 

 

※2 ロット以上のポジションの場合で一部のみに指値注文または逆指値注文を

設定することはできませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

②注文内容を確認し送信する 

指値注文または逆指値注文を設定するレートを入力し「送信する」をクリック 

します。発注画面で指値注文および逆指値注文の両方にチェックを入れること

で、OCO 注文の設定となります。 

 

 

③注文一覧で確認する 

保有ポジションの右にある「注文一覧」をクリックして発注の状況を確認します。 
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2-5 注文取消・変更 

①「注文一覧」画面を表示し、取消または変更をする注文を選択します。 

 

注文一覧画面で取消または変更をしたい注文の または を 

クリックします。 

で注文の変更画面が、 で注文の取消画面が開きます。 

  

 

 

 

 

②内容を確認し送信する。 

（注文変更の場合） 

“Modify Order”という画面が表示されます。 

指値注文または逆指値注文の変更するレートを入力し「送信する」をクリック 

します。 

  

（注文取消の場合） 

「Are you sure you want to remove the order?」（注文を取り消しますか？）

というメッセージとともに確認画面が表示されます。 

よろしければ「はい」を、中止する場合は「キャンセル」をクリックします。 
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2-6 決済の履歴を確認する 

「決済履歴」画面を表示することで確認ができます。 

 

 

※詳細な取引履歴の確認は取引報告書をご参照ください。 

https://real6.sysfx.com:20038/eforex38/reports.htm 

 

 

 

 

 

 

 

3：便利機能…チャートやタブを使う  

3-1 チャートを表示する 

レートの推移を記録したチャートを表示します。 

様々な指標を表示して分析することができます。 

 チャートを見ながらの発注も可能です。 

①レート画面でチャートを表示したい通貨ペアの売値または買値を右クリック

してメニューを表示し OpenDetails をクリックします。 

（通貨ペアの表示そのものをクリックすることでのチャート表示も可能です） 

 

 

 

 

 

https://real6.sysfx.com:20038/eforex38/reports.htm
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②チャート表示画面 

中央にチャート表示、右部分が発注画面となります。 

 

※赤く囲んだ部分をクリックすることでチャート表示部分が広がります。 

 

右側にある発注画面ではチャートを見ながらの発注が可能です。 

売または買を選択し「Market」にチェックを入れて「SUBMIT」をクリック 

することで成行注文が、「Entry」で指値注文または逆指値注文が発注可能です。 

指値・逆指値それぞれの設定方法については 2-2「新規注文（指値・逆指値）」

を参照ください。 

 

 

 

3-2 チャートを切り替える 

チャート左上部にある数字をクリックすることで時間軸の変更ができます。 

 

 

通貨ペアの変更はチャート画面からはできません。 

3-1「チャートを表示する」を参照いただき、レート画面より表示したい通貨 

ペアを選択しチャートを表示してください。 
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3-3 チャートに分析指標を表示する 

①チャート上部にあるメニューから    をクリックして設定する分析指標

の設定画面を開きます。 

 

 

 クリックすると”Indicators”として、この『e フィリップ FX』で設定可能な 

分析指標がアルファベット順で表示されます。 

57 種類の分析指標が設定可能ですので、いつも使っているものから、見たこ

とも聞いたこともないけど使ってみたら面白そう！というものまでお気に入り

のものを見つけてください。 

 

 

 

②設定する分析指標を選択します。 

 まず、代表的な指標の一つである移動平均線を設定してみましょう。 

 Indicators の中から「Moving Average」をクリックします。 

 

 

 ｢Moving Average」をクリックすると、チャートに移動平均線が挿入されます。 

表示された移動平均線を右クリックすることで移動平均線の設定メニューを 

呼び出すことができます。 

 移動平均線の初期設定値は「9」です。右クリックで呼び出せる設定メニュー

から「Format」を選択することで設定値の変更ができます。 

 また、変更後に再度分析指標設定メニューから「Moving Average」を選択す

ることで時間軸の違う平均線を同時表示することができます。 

 例 1）5 日移動平均と 21 日移動平均を同時に表示 
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例 2）上記に加えて RSI とストキャスティックスを同時に表示 

  

3-4 表示したチャートを非表示にする（タブ機能） 

通貨ペアそれぞれが｢タブ｣として扱われますので、レート画面でチャート

を表示する操作を複数回繰り返し行い、重ねて表示される｢タブ｣を利用して

チャートを表示する通貨ペアの切り替えができます。 

例）複数タブを使用している画面 

 

タブをクリックすると通貨ペア表示の右上に「×」が表示されます。 

この「×」をクリックするとタブの削除が可能です。 

以下の確認画面が表示されますので「はい」または「いいえ」をクリックします。 
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4：ヘルプ 

4-1 ログインができない！ 

 フィリップ FX ではお取引時間外は基本的にログインができません。 

 お取引時間：月曜朝 7:30～土曜朝 6:30 

(米国夏時間適用時は月曜朝 7:30～土曜朝 5:30) 

上記時間内でログインができない場合にはフィリップ FX スマートコール 

 フリーダイヤル 0120-883-308 までお問い合わせください。 

 また、最後のお取引からの期間が 1 年以上経過している場合にはシステム的に 

 ログインができなくなります。お取引を再開される場合にはお電話にてご連絡 

ください。 

 

4-2 パスワードを忘れてしまった！ 

 弊社までお電話またはメール、オンラインチャットにてお知らせください。 

 パスワードをご自身で変更され、変更後のパスワードを失念された場合には 

 初期パスワードに戻す処理を行い、処理完了後に E メールで通知いたします。 

 初期パスワードがご不明の場合には郵送にて通知いたします。 

 

4-3 取引ができない！ 

 ログインが正常にできているにもかかわらず取引ができない場合、以下の 

 2 点をご確認ください。 

 ・口座残高が必要証拠金以上かどうか 

  口座残高が必要証拠金以下の場合に強制ロスカットとなりますので、口座 

残高が必要証拠金に満たない場合には新規の発注ができなくなります。 

 ・ログインの際の ID 入力について 

  ID 末尾「t」がなくてもログインはできますが、発注ができない閲覧のみの 

  モードとなります。ID は最後まで必ずご入力ください。 

 

4-4 通貨ペア表示が消えてしまった！ 

 レート表示画面の通貨ペア表示にカーソルを合わせると通貨ペア表示の 

右側に「×」が表示され、これをクリックすると、その通貨ペアが非表示 

となります。 

この状態から再度表示するには以下の操作を行います。 

①画面右側の設定ボタンをクリックします。 

  

②Favorites をクリックし、通貨ペア選択画面を表示します。 
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③表示する通貨ペアにチェックを入れ、OK をクリックします。 

  

 

 4-5 取引報告書を表示するときは？ 

 e フィリップ FX では同時表示ができません。 

以下のリンクより別ブラウザにてご覧ください。 

https://real6.sysfx.com:20038/eforex38/reports.htm 

 

 4-6 その他 

 このマニュアルの内容や、アプリケーションの操作に関して、ご質問等が 

ございましたら弊社スマートコールまでお問い合わせください。 

メールでのお問い合わせ info-pfkk@phillip.co.jp 

お電話でのお問い合わせ 0120-883-308 

 

フィリップ証券 Web サイトでもよくあるご質問とご回答を掲載しております。 

 よくあるご質問 https://www.phillip.co.jp/faq/ 

  

1. 店頭外国為替証拠金取引「フィリップ FX」は、金融商品取引法に規定される店頭金融先物取引です。店頭外国為替

証拠金取引（FX取引） は、金利や通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。取引金額が預託する証

拠金の額に比して大きいため、多額の利益が得られることがある反面、 多額の損失を被る危険を伴う取引です。お

取引の対象となる通貨ペアの価格の変動、スワップポイントの変動または、受け払いの逆転、各国の金融政策、各

国雇 用統計をはじめとした各種経済指標の数値の変動によっては損失が生じることとなります。元本あるいは利益

を保証するものではなく、相場の変動によりお客様 が差し入れた証拠金以上の損失が生ずる場合がございます。 

したがって、取引を開始する場合または継続して行なう場合には、取引の仕組みやリスクについて十 分に研究し、

自己の資力、取引経験及び取引目的等 に照らし、ご自身の判断でお取引をしていただきます。 

2. フィリップFXは、取引手数料は無料ですが、売値と買値に差（スプレッド）があります。当社のスプレッドは固定ではな

く、流動性の欠如等によって拡大することがあり、最大値に制限はありません。※当社のスプレッドは取引システム

上でご確認いただけます。 

3. 取引システムまたは当社及びお客様を結ぶ通信回線が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取

消し等が行えない可能性があります。お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、もしくは誤作動、ま

たは当社の重過失によらない当社のコンピュータシステムやソフト ウェアの故障もしくは誤作動、本取引に係る第三

者が提供するシステムやソフトウェアの故障もしくは誤作動ならびに通信回線の障害等、本取引に関する一切の シ

ステム障害により生じた損害や機会利益の損失について当社は一切の責任を負いません。 

4. 個人口座のお客様に預託していただく証拠金（維持証拠金）は総取引金額の 4％以上となります。１ロットあたりの維

持証拠金は、通貨ペアごとに毎週当社が計算しお客様にお知らせいたします。当社ホームページ上、またはお客様

あて電子メールにてご確認下さい。 

5. 法人口座のお客様に預託していただく証拠金（維持証拠金）は金融先物取引業協会が開示する為替リスク想定比率

（マージンレシオ）を基に維持証拠金を算出し、毎週月曜日に設定更新を行います。 

6. 取引報告書の郵送をご希望の場合１通につき税込み 330円の事務手数料が必要です。 

7. 当社が交付する重要事項説明書を良くお読みいただきリスク等をご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において

お申込み及びお取引ください。 

https://real6.sysfx.com:20038/eforex38/reports.htm
https://www.phillip.co.jp/faq/

