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お申込み編

初期設定編



※既にカブドットコム証券先物口座をお持ちの方は、
次のステップにお進みください。

お申込み編  1
ー  1.  カブドットコム証券口座開設についてー

シグナルdeオーダーで自動売買を行うには、

カブドットコム証券の先物口座が必要です。
お持ちでない方はまず口座の開設をお願い致します。

カブドットコム証券の口座開設はこちらからどうぞ
(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrl を押しながらクリックして下さい。)
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http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=01004csi00993b


ー 2. カブドットコム証券 API 申請の設定についてー

お申込み編２
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API 利用契約とは…

カブドットコム証券の口座開設後、カブドットコム証券の口座と、自動売買
システムを連携させるために、カブドットコム証券会社に申請する契約の事。

※API 利用契約申請前のご注意 !!※

右図のように、

「カブコム　API 申請」

で検索した時、

このような検索結果が

でてきます。

クリックすると、右図の

法人口座 API サービスの

説明に飛びますが、

全く別物なので、

API サービス (法人口座)は

必要ありません。
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１. カブドットコム証券のマイページにログイン→　ログインはこちらから
　(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrlを押しながらクリックして下さい。)

２.[ 設定・申込 ] をクリック

３.[ 電子契約 ] をクリック

４.［kabu.comAPI 利用契約 ( パスワード設定 )］の [ 契約 ] ボタンをクリック

お申込編２
ー 2. カブドットコム証券 API 申請の設定についてー

https://s10.kabu.co.jp/_mem_bin/members/login.asp?/members


① ご利用サービスの選択から
「シグナルdeオーダー」

　　　　に　　を入れます。

② API サービス用パスワードを設定します。

（ご自身で決めていただきます）

※このパスワードは

初期設定編1(P.7) で必要となります。

③ 確認の部分に同じパスワードを

入力します。

④ API サービス利用規約をお読みいただき、
同意しますに　　を入れます。

⑤ カブドットコム証券の口座ログイン

パスワードを入力します。
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⑥［契約する］ボタンをクリックで完了です。

①

② ③

④
⑤

⑥

5. API 利用契約 (兼APIパスワード設定 )

お申込編２
ー 2. カブドットコム証券 API 申請の設定についてー



お申込み編３
ー  3.シグナル  de オーダー  お申込みについてー

シグナル  de オーダーのお申込みはこちらをクリック
(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrl を押しながらクリックして下さい。)
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自動売買をするにはシグナルdeオーダーの申込が必要です。
こちらからお申込ください。

※シグナル  de オーダー  に関する詳細は下図をクリック
(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrl を押しながらクリックして下さい。)

https://docs.google.com/forms/d/1pugsWZWbTN-4tlLDjcNlgaR2XBapSPTG3NXIQAT5-Us/viewform
http://sdo.autore.jp/


お申込み編４
ー  4.  リアルタイムシグナルお申込みについてー
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リアルタイムシグナルのお申込みはこちらをクリック
(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrl を押しながらクリックして下さい。)

シグナルdeオーダーで利用する、シグナル配信サービス
【リアルタイムシグナル】のお申込みが必要です。
こちらからお申込ください。

リアルタイムシグナル

※リアルタイムシグナルに関する詳細は下図をクリック
(※右クリックを押して「新しいタブで開く」か、Ctrl を押しながらクリックして下さい。)

https://canyon-ex.jp/fx2401/Yo1zu1
http://www.trade-ml.jp/signal/rakutore-monitar/


ー 5. 初期設定についてー

初期設定編１
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1. ユーザー画面にログインする
自動売買のシステム会社からメールで届くログイン情報に
従って、ユーザーＩＤ・パスワードを入力してログインします。

2. ご自身の証券口座を設定する
ログイン後、[  口座情報  ]  の  [  証券口座情報  ]  をクリック、
ご自身のカブドットコム証券の口座番号を入力、
API  利用契約の設定の際に決めたパスワードを入力します。



ー６. 取引戦略設定について ー

初期設定編２
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取引する戦略を選ぶ

1.［戦略操作］の［戦略一覧］より、実売買・メール送信の［有効］［無効］
を切り替えます。まず、操作の [ 修正 ] をクリック

2. 実売買とメール送信、それぞれ [有効][無効 ] の切り替えができます。
[ 確認する] をクリックすると確認画面に、[ 確認なしで登録する] を
クリックすると、戦略一覧ページに戻ります。

ご自身の資金に応じて枚数を設定して下さい。



初期設定編２ー６. 取引戦略設定について ー
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3. 実売買で有効を選択した時、こちらの確認画面が出てきますので、
[ 同意します ] をクリックして頂くと有効にチェックが入ります。

赤枠部分の [ 有効 ] が確認できましたら、設定完了です。

以上で、お申込～初期設定まで終了です。お疲れ様でした！
取引枚数に応じた証拠金をカブドットコム証券の口座にご入金ください。

あとは自動発注を待つだけ！実売買の設定を [ 有効 ] にした戦略の
サインが出れば、あなたの口座に発注操作が自動で行われます！

お取引内容は、取引状況画面にてご確認いただけます。



【通常戦略】リアルタイムシグナル配信申込みフォーム

https://canyon-ex.jp/fx2401/Yo1zu1[2017/03/03 13:37:15]

お申込み内容
【通常戦略】／成功報酬20％

お名前(姓・名)  

お名前ふりがな  

メールアドレス

電話番号   

郵便番号

都道府県

市区町村

番地等

建物名・部屋番号

性別

■■■■■■■■
契約内容について
■■■■■■■■
全て内容をご確認いただき、チェックをお願い致します。

金融商品取引法に定めら
れた契約締結前交付書
面（金融商品取引法
第37条の3）について、

【通常戦略】リアルタイムシグナル配信申込みフォー
ム

必須
【通常戦略】リアルタイムシグナル 成功報酬型

必須

必須

必須

必須

必須

必須 選択してください

必須

必須

任意

必須 選択してください

http://trade-ml.jp/pdf/keiyakumae.pdf
http://trade-ml.jp/pdf/keiyakumae.pdf


【通常戦略】リアルタイムシグナル配信申込みフォーム

https://canyon-ex.jp/fx2401/Yo1zu1[2017/03/03 13:37:15]

当方が設置したPDFアド
レス※1からダウンロー
ドする方法にて受領する
ことに同意します。

契約締結前交付書面につ
いて、当方が設置し
たPDFアドレス※1から
ダウンロードして頂き、
内容をご確認頂けました
か？

契約締結前交付書面をお
読み頂いた後、承諾頂け
る場合は「はい」を選択
ください

金融商品取引法に定めら
れた契約締結時交付書面
（金融商品取引法第37条
の4）について、当方か
ら送信する電子メールに
添付したＰＤＦにて受領
する事に同意します。

会員規約 について、当方
が設置したPDFアドレス
※2よりご確認頂き、内
容に同意頂けますか。

※1 http://trade-ml.jp/pdf/keiyakumae.pdf
※2 http://trademasterlabo.co-site.jp/pdf/kainkiyaku.pdf

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
アンケートにご協力をお願いします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

生年月日  年  月  日

年齢

職業

必須

同意します 同意しません

必須

はい いいえ

必須

はい いいえ

必須

同意します 同意しません

必須

同意します 同意しません

任意

任意 選択してください

任意 選択してください

30～50万円 50～100万円

http://trade-ml.jp/pdf/keiyakumae.pdf
http://trademasterlabo.co-site.jp/pdf/kainkiyaku.pdf
http://trade-ml.jp/pdf/keiyakumae.pdf
http://trademasterlabo.co-site.jp/pdf/kainkiyaku.pdf


【通常戦略】リアルタイムシグナル配信申込みフォーム

https://canyon-ex.jp/fx2401/Yo1zu1[2017/03/03 13:37:15]

投資資金

株式投資

ＦＸ

日経225先物

暗号通貨

不動産

最新情報、お得情報など
をお送りしております。
必要のない方はチェック
ください。

お申込みのきっかけを以
下の中からご選択くださ
い。

主にトレードに使う機器

任意 100～500万円 500～1000万円

1000万～1億円 1億円以上

任意

経験なし 1年未満 1年以上3年未満

3年以上5年未満 5年以上10年未満

10年以上

任意

経験なし 1年未満 1年以上3年未満

3年以上5年未満 5年以上10年未満

10年以上

任意

経験なし 1年未満 1年以上3年未満

3年以上5年未満 5年以上10年未満

10年以上

任意

経験なし 1年未満 1年以上3年未満

3年以上5年未満 5年以上10年未満

10年以上

任意

経験なし 1年未満 1年以上3年未満

3年以上5年未満 5年以上10年未満

10年以上

任意

郵送

任意 メール

任意

Google検索 Yahoo!検索

メルマガからのご案内 個人検証ブログ

カチトレ！サイト トレ研 ご紹介



【通常戦略】リアルタイムシグナル配信申込みフォーム

https://canyon-ex.jp/fx2401/Yo1zu1[2017/03/03 13:37:15]

は以下のどれですか？

■■■■■■
メルマガ配信
■■■■■■

メルマガ配信希望

今回お申込みの際にご登録いただきましたメールアドレス宛に、弊社からの最新情報やお得
情報などのメルマガをお送りします。
不要な方はチェックをお願い致します。

任意
選択してください

任意 希望しない

https://ex-pa.jp/
https://ex-pa.jp/
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