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注文機能アップについて 

 

むさし証券トレジャーネットでは 2017 年 1 月 23 日（月）より、（1）注文機能の改善、（2）表示機能の改

善、（3）逆指値注文の変更、（4）IFDONE注文の導入を実施いたします。 

概略を記載しますのであらかじめご確認をお願いいたします。 

 

記 

（1） 注文機能の改善 

① 前場に不成注文・引け注文が入力可能になります。 

機能 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

不成注文 
■前場入力可能（前日 17：00～前引け直前） 

■後場入力可能（11：30～大引け直前） 
後場入力可能 

引け注文 
■前場入力可能（前日 17：00～前引け直前） 

■後場入力可能（11：30～大引け直前） 
後場入力可能 

 

② 寄付注文・引け注文で「指値」が可能になります。 

機能 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

寄付注文 

引け注文 
■指値が可能 指値が不可能 

 

③ 買・売を初期セット。 

機能 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

現物注文画面 
■[銘柄検索]からの注文は「買」を自動セット 

■[株式預り証券照会]からの注文は「売」を自動セット。 
自動セット機能なし 

信用新規注文 ■売買区分(期限)に「買・制度（6ヵ月）」を自動セット 自動セット機能なし 

 

④ 執行条件の細分化 

執行条件を“注文単価（指値・成行）”と“執行条件”（なし・寄付・引け・不成）に分割します。 

●【2017年 1月 20日（金）まで】 

 
 

■【2017年 1月 23日（月）以降】 

 

 

 

 

 

 

[注文単価]と

[執行条件]に

分離 
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（2） 表示機能の改善 

① 表示期間の延長(廃止) 

メニュー 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

株式注文履歴照会 ■画面廃止 10日間表示 

 

② 表示期間の延長(新メニュー) 

メニュー 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

株式注文約定履歴照会 
■20日間表示  

■画面追加 
10日間表示 

 

③ 絞込機能の改善 

メニュー 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

株式約定照会 ■銘柄コード、約定時刻で絞込可能 絞込機能なし 

 

④ 返済済み建玉を非表示に変更 

メニュー 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

信用建株明細照会 ■返済約定した明細は非表示にします 
返済しても当日中（～17：00）は「返

済可能数量“0”」を表示 

 

⑤ 売却可能数量を発注画面に表示 

メニュー 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

株式売買注文 ■現物売却可能株数を表示 表示機能なし 

（3） 逆指値注文の変更【先物 OP に関する説明を追加】 

① 入力可能な逆指値条件の変更（商品：株式・信用） 

変更点 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

逆指値条件 
（買）現値より高い価格「以上」を入力。 

（売）現値より安い価格「以下」を入力。 

現値との比較にかかわらず入力可能 

（設定可能） 

※本来の逆指値注文である、指値注文の“逆”の不利な条件での発動を可能とする注文です。 

 

② 入力可能な逆指値条件の変更（商品：先物 OP）【項番追加】 

変更点 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

逆指値条件 
（買）現値より高い価格「以上」を入力。 

（売）現値より安い価格「以下」を入力。 

値幅の範囲チェックあり、現値チェックあり 

売買における以上、以下のチェックなし 

 

③ 余力チェックタイミングの変更（商品：株式・信用）【項番繰り下げ】 

変更点 2017年 1月 23日（月）以降 2017年 1月 20日（金）まで 

逆指値余力 

（買）入力時に余力チェック・拘束 

（買）条件合致時点で余力チェック・拘束 

（売）入力時に売却可能株数チェック・拘束 

（売）条件合致時点で余力チェック・拘束売

却可能株数チェック・拘束 

（買）入力時に余力チェックなし 

（買）条件合致時点で余力チェック・拘束 

（売）入力時に売却可能株数チェックなし 

（売）条件合致時点で余力チェック・拘束売

却可能株数チェック・拘束 
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（4） IFDONE 注文の導入 

現物買注文・信用新規注文と同時に、その注文に対する売注文・返済注文を同時に予約する「IFDONE 注文」

機能を導入いたします。 

IFDONE注文では、「IF注文」として買注文、新規建て注文を入力し、その IF注文に対する売注文、返済注

文を「DONE注文」として登録します。 

 

【IFDONE注文の組み合わせ】 

区分 IF注文 DONE注文 

現物 買注文 売注文 

信用 
新規買注文 返済売注文 

新規売注文 返済買注文 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

タブで[通常]注文・[IFDONE]注文を選択 

IF注文の執行条件（IF注文

逆指値条件）を入力 

※逆指値条件を入力しなけれ

ば、逆指値条件なしの注文と

して受付されます。 

現物株の場合、DONE注文は

自動的に「売」になります。 

 

信用取引の場合、DONE注文

は自動的に返済買（売）にな

ります。 

IFDONE注文と逆指値注文を組み合わせて発注できるので、「現在 980円のＡ株が 1,000円以上になった

ら 1,010円で買い注文を出して（IF注文）、Ａ株を買うことが出来たら 1,030円で売り注文を出す。

（DONE）」といった注文が可能です。一度セットしてしまえば、一連の注文は自動で発動されます。 

 

[通常]注文画面 
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【DONE注文の自動執行機能】 

■IF注文が全出来約定した場合、DONE注文を自動執行します。 

■前場で IF 注文が全出来したとき、DONE 注文は後場に引き継がれます。また、大引けにて IF 注文が全出来

になった場合、DONE注文は失効となります。 

■DONE注文は IF注文と同一数量になりますので、DONE注文による一部決済はご利用出来ません。 

（IF注文と DONE注文の「注文期限」は異なった入力が可能ですが、異なった期限にすると不都合が生じる場

合があります。 

■IF を週中、DONE を当日で入力し、当日中に IF 注文が約定しない、又は一部約定した場合 → DONE 注文

は取消。IF注文は通常注文として週の終わりまで「週中」として有効な注文となる。 

 

【IFDONE注文の訂正】 

■IF 注文の注文数量を減少させた場合、DONE 注文の数量も IF 注文と同じ数量に自動訂正されます。（株数増

加の訂正は出来ません。） 

■待機中の DONE 注文だけを数量減少訂正させることはできません。（IF 注文が全出来になれば、DONE 注文の

数量減少訂正が可能になります。） 

 

【IFDONE注文の取消の可否】 

IF注文の約定状態 DONE注文の約定状態 I F注文取消可否 DONE注文取消可否 

未約定 未約定 取消可能 自動取消 

内出来 未約定 未約定部分取消可能 自動取消 

全出来 
未約定 

取消不可能 
取消可能 

内出来 未約定部分取消可能 

 

【IFDONE注文の状態】 

IF注文の状態 DONE注文に対するシステム処理 取引所への発注状態 

注文受付中 注文待機状態を継続 IF注文のみ発注 

約定済（全出来） 待機注文を自動執行 IF注文、DONE注文の２注文を発注 

一部約定（内出来） 注文待機状態を継続 IF注文のみ発注 

取消済 待機注文を取消 IF注文のみ取消 

失効 待機注文を失効 IF注文のみ失効 
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