平成 24 年 3 月 1 日からトレジャーネットにお取引口座をお持ちのお客様は無料で SCSK 株式会社の株価情報サービス「MarketViewer ARENAis」のご利用が可能になります。
このサービス開始にともない、現在トレジャーネットでご利用いただいている一部サービスが 2 月 17 日で終了となります。なにとぞ、ご理解をいただきますようにお願い致します。
【MarketViewer ARENAis 運用開始に係るサービス変更】

2 月 17 日で終了するサービス

サービス名
ヒット通知メール

株式ターゲットメール

先物ターゲットメール

先物ボード

オプションボード
先物 OP 注文画面の時価表示

「MarketViewer ARENAis」でご利用できるサービス（3 月 1 日提供開始）
内容
登録した銘柄の価格があらかじめ設定した条件に到達した場合にメールで通知します。
株式と先物・指数から 10 銘柄まで登録できます。

登録した銘柄の 4 本値を、指定した時間にメールでお知らせします。
株式と先物・指数から 10 銘柄まで登録できます。
前場引け、後場大引け後に、「東証 1 部値上がり率／値下がり率上位 10 位銘柄」の株価情報をメールでお知らせし
ランキング通知メール
ます。
登録した銘柄の価格があらかじめ設定した条件に到達した場合にメールで通知します。
ヒット通知メール
株式と先物・指数から 10 銘柄まで登録できます。
登録した銘柄の 4 本値を、指定した時間にメールでお知らせします。
定刻通知メール
株式と先物・指数から 10 銘柄まで登録できます。
各指数先物の現在値（時刻）、前日比、出来高を一覧でご覧いただけます。
ご覧いただける銘柄は、以下の銘柄です。
■ 日経 225 先物（第 1、第 2 限月）
先物一覧
■ TOPIX 先物（第 1 限月、第 2 限月）
■ 日経 225mini 先物（第 1～第 5 限月）
■ ミニ TOPIX 先物（第 1 限月）
各指数の現在値（時刻）、前日比を一覧でご覧いただけます。
ご覧いただける指数は、以下の指数です。
■ 日経平均
■ 日経 300
指数一覧
■ TOPIX
■ 東証 2 部
■ 日経ジャスダック平均
■ マザーズ指数
日経 225 オプションの 4 本値、前日比、気配、出来高を一覧画面でご覧いただけます。
日経225 オプション一覧
（1、2、3、4 限月を表示）
定刻通知メール

気配画面（大）（小）

気配本数を 3 本、5 本、10 本から選ぶことができます。

チャート（大）（小）

選択した銘柄のチャートが表示されます。

先物OP 逆指値注文（条件付き注文） 先物オプション逆指値注文（条件付注文）サービス（お取引メニュー）は継続してご提供いたします。（サービスは中断しません。）
むさし証券トレジャーネット［http://www.treasurenet.jp/］電話［0120-972-408］電子メール［treasure-customer@treasurenet.jp］
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【MarketViewer ARENAis 機能概要】
コンテンツ
項目
銘柄検索
足種類
期間
詳細情報
リアルタイム
チャート

気配情報

先物・指数情報

オプション情報
株価ボード 100
気配ボード 10
マイページ
銘柄登録
株価通知メール

銘柄情報

テクニカル分析
気配板情報
転換点
トレンドライン
印刷機能
気配種類
銘柄検索
詳細情報
国内先物情報一覧
国内指数情報一覧
チャート表示機能
国内 OP 情報一覧
チャート表示機能
シート切替機能
シート切替機能
マイページ設定
銘柄検索
銘柄登録
株価定刻通知
ランキング通知
銘柄イベント情報
取引注意銘柄
信用規制銘柄
コーポレートアクション

みんなの株式連携

みんかぶコンテンツ

画面設定
ヘルプ

背景色選択
操作説明書

内容
銘柄コード、銘柄名にて検索可能。予測検索機能も搭載。
1 分、3 分、5 分、10 分、15 分、30 分、日足、週足、月足、年足から選択可能
分足 ： 1 日、2 日、3 日、日足、週足、月足、年足 ： 3 ヶ月、6 ヶ月、1 年～10 年
カーソルを当てた時点の 4 本値等の詳細情報表示。
単純移動平均（10・25・75）、指数平滑移動平均（10・20・75）、出来高、MACD、サイコロジカルライン、RSI、RCI、ストキャスティ
ックス、ストキャスティックス（スロー）、一目均衡表、ボリンジャーバンド、エンベロープ、価格帯別出来高
※ 各テクニカル分析のパラメータ設定、ラインの色の設定変更が可能。
チャート上で、リアルタイムの気配板情報を表示する機能
価格変動の転換となった時点の日付と価格をチャート上に表示可能。
チャート上にお好みのトレンドラインを描画可能。また、トレンドラインの太さ・色も設定変更可能。
チャートの大きさに合わせた印刷が可能。
気配（小）は 3 本・5 本・8 本の切替あり。気配（大）はデフォルトで 8 本。（先物、225 オプションは、10 本）
銘柄コード、銘柄名にて検索可能。予測検索機能も搭載。
銘柄の 4 本値や PER・PBR 情報を表示。
日経平均先物第 1・第 2 限月、TOPIX 先物第 1・第 2 限月、日経 mini 先物第 1～5 限月、ミニ TOPIX 先物第 1 限月
日経平均、日経 300、TOPIX、東証 2 部、日経ジャスダック平均、マザーズ指数
上記先物・指数情報のリアルタイムチャートを 1 銘柄のみ閲覧可能。
日経 225 オプション第 1～4 限月
上記オプション情報のリアルタイムチャートを 1 銘柄のみ閲覧可能。
登録した 100 銘柄毎に一覧表示可能。500 銘柄まで登録可能で、シート切替によって閲覧する銘柄を選択可能。
登録した 10 銘柄毎に一覧表示可能。500 銘柄まで登録可能で、シート切替によって表示する銘柄を選択可能。
チャートや板情報等、好みのパーツを組み合わせて自分だけのレイアウトを作成可能。
銘柄コード、銘柄名にて検索可能。予測検索機能も搭載。
各シートを選択し 20 銘柄まで登録可能。シート名は任意に変更可能。
登録した銘柄の 4 本値を指定した時刻にメールでお知らせする機能。※10 銘柄まで登録可能。
前引け、大引け後の東証 1 部の値上り率/値下り率 10 位の株価をメールでお知らせする機能。
新規上場、値幅制限拡大、決算期変更、売買単位変更、上場部変更、決算期変更
上場廃止、上場廃止猶予、整理、監理、売買停止/売買停止予定、特設注意市場、即日徴収、安定操作期間
日々公表銘柄、貸株申込制限、貸株注意喚起、制度信用銘柄選定/除外、貸借銘柄選定/除外、委託保証金変更、開示注意
株式分割、株式併合、第三者割当、公募、合併、株式交換、株式移転、会社分割、売出、新株予約権
みんかぶ目標株価、株価診断、ニュース・適時開示、みんかぶポートフォリオ、個人投資家の予想、株価一覧表、銘柄ランキング、シ
ストレ、IR スクエア
画面の背景色を 2 色から選択可能。（黒・白）
PDF 形式の操作説明書ファイルをダウンロードして閲覧可能。
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