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日付 内容

2016年7月15日

・「先物オプション取得関数」「先物注文関数」の先物コードに、「JPX400先物、マザーズ先物」を追加
・「先物OP注文照会情報」の執行条件に、「引指」を追加
・「先物OP注文照会情報」「先物OP保有情報」「先物OP約定照会情報」の商品種別に「JPX400先物、マザーズ先物」を追加
・「先物注文関数」「オプション注文関数」
　SO注文廃止に伴う変更
　- SO注文関数を削除 (※SO注文関数を使用しようとすると、関数が存在しないため、該当セルに「#VALUE!」と表示され、エラーとなります。)
　- 執行条件「SO指値」「SO指値最大」を削除 (※左記執行条件を指定すると注文時にエラーとなります。)
　- SO注文に関する説明を削除
　執行条件追加対応
　- 執行条件「引指」を追加
・「取引日の日替わり時刻」VI先物の取引日変更時間を変更

2016年7月17日
・「指標コード（指数情報取得用）」 に「JPX日経400」「TOPIX100」の記載が漏れていたので追加
・「指標コード」のシートを削除 (「指標コード（指数情報取得用）」と内容が重複するため）
・「先物OP注文状態」から「SO待機中」を削除

2017年5月4日

「現物注文関数（NEWORDER）」、「信用新規注文（MARGINORDER）」、「信用返済注文（REPAYMENTORDER）」、「注文訂正（REPLACEORDER）」
　- 執行条件のパターンに「7:逆指値」を追加
　- 単価の備考に逆指値の場合の記載を追記
　- 発注条件（逆指値）、発注単価（逆指値）の２項目を追加

「株式注文照会情報（ORDQUERY、ORDQUERY_M）」
　- 注文状態のパターンに、「受付中」と「待機中」を追加
　- 執行条件のパターンに、「逆指値」を追加
　- 逆指値価格、逆指値条件の２項目を追加

2017年5月4日
「為替日足情報(FXCANDLE、FXCANDLE_M)」において、第5引数が２つある誤記を修正
　本数：第5引数 → 第6引数

2017年6月11日
「ランキング種別(RANKING_M)」に「配当利回り（予想）」「一株純利益（高EPS)」「高ROE」を追加
「配当利回り」は「配当利回り（実績）」へ変更

2017年6月16日

１）地方市場対応に伴い、以下を修正
　・「市場コード」シートに「名証」「福証」「札証」を追加

　・記載として東証限定としていた箇所の記載を修正
　　　・「日本株注文関数」シートの「市場」
　　　・「銘柄詳細情報」シートの「市場」
　　　・「日本株保有情報」シートの「市場」

２）OOS様よりご指摘頂いた下記事項について、記載を修正（プログラム変更はありません）
「日本株注文関数」の「現物注文」「信用新規注文」「信用返済注文」「注文取消」「注文訂正」
　注文画面省略フラグのダブルコーテーションを「不要」⇒「必要」に修正
「先物注文関数」の「先物注文訂正」　第2引数「執行条件」
　- ダブルコーテーション「必要」⇒「不要」に修正
　- 備考を変更 (※値のチェックは行わない ⇒ 先物注文の執行条件と同一の内容を記載)
「オプション注文関数」の「オプション注文訂正」　第2引数「執行条件」
　- ダブルコーテーション「必要」⇒「不要」に修正
　- 備考を変更 (※値のチェックは行わない ⇒ ＯＰ注文の執行条件と同一の内容を記載)

2017年6月30日

下記事項について、記載を修正

・「部コード」シートの表示内容を修正
・「部コード(ランキング表示用)」を追加

「先物注文関数」シート、「オプション注文関数」シートの記載を修正　(記載内容のみの修正で動作に変更はありません）
・FNEWORDER関数についてダブルコーテーションの要不要を修正
　第8引数 単価 必要⇒不要
　第12引数　注文画面表示 不要⇒必要
　第17引数 発注条件（逆指値指定時） 必要⇒不要
　第18引数 発注単価（逆指値指定時） 必要⇒不要
・OPNEWORDER関数についてダブルコーテーションの要不要を修正
　第9引数 単価 必要⇒不要
　第13引数　注文画面表示 不要⇒必要
　第18引数 発注条件（逆指値指定時） 必要⇒不要
　第19引数 発注単価（逆指値指定時） 必要⇒不要
・FORDERCANCEL, OPORDERCANCEL 関数についてダブルコーテーションの要不要を修正
　第5引数　注文画面表示 不要⇒必要
・FREPLACEORDER, OPREPLACEORDER関数についてダブルコーテーションの要不要を修正
　第3引数　単価 必要⇒不要
　第10引数 発注条件（逆指値指定時） 必要⇒不要
　第11引数 発注単価（逆指値指定時） 必要⇒不要
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2017年8月22日 「先物OP注文照会情報」の執行条件から「逆指値」を削除

2017年10月3日

一般信用取引対応に伴い、以下の記載を修正。
・「日本株注文関数」シートの「信用新規注文」「信用返済注文」に「信用取引区分」の引数追加
・「株式注文照会情報」シートに「信用取引区分」を追加
・「日本株保有情報」シートに「信用取引区分」「返済期日」を追加

2018年3月2日 「日本株情報取得関数」のORDQUERY、ORDQUERY_Mの第1引数の説明に「5：保留中」を追加

2019年3月13日
「先物オプション取得関数」
　OPCANDLE, OPCANDLE_M ダブルコーテーションの要不要誤りを修正
　第7引数 表示先 必要⇒不可

2020年2月5日

・「日本株情報取得関数」に、「銘柄情報取得（手動更新）」「規制銘柄取得（手動更新）」を追加
・「市場コード(フィルタリング用)」を追加 (規制銘柄取得関数では、市場コード省略時の挙動が他と異なるため)
・「規制情報」を追加
・「規制内容」を追加
・「日本株注文関数」
　NEWORDER 第18引数 「注文番号表示先セル」を追加
　MARGINORDER 第19引数 「注文番号表示先セル」を追加
　REPAYMENTORDER 第21引数 「注文番号表示先セル」を追加
・「日本株情報取得関数」
　POSITION, POSITION_M 式の記載に誤りがあったので修正
・「先物注文関数」
　FREPLACEORDER 式の記載に誤りがあったので修正
・「オプション注文関数」
　OPREPLACEORDER 式の記載に誤りがあったので修正

2020年3月26日
・「日本株注文関数」に「現物注文（注文番号なし）」「信用新規注文（注文番号なし）」「信用返済注文（注文番号なし）」を追加

2020年8月13日

表記一部修正
・「規制情報」シート
　規制種別内にある「母店規制」を削除
・「先物注文関数」シート
　先物注文取消　訂正ID→取消ID
　先物注文訂正　取消ID→訂正ID

2020年8月24日

・「マーケット情報取得関数」シート
　ランキング　引数に「部コード」を追加
・「ランキング用部コード」シート
　新規追加

2020年12月25日

シートの追加
　- 「歩値情報(CSV)」シートの追加
　- 「日足情報(CSV)」シートの追加
　- 「株式注文照会情報(CSV)」シートの追加
　- 「日本株保有情報(CSV)」シートの追加
　- 「先物OP約定照会情報(CSV)」シートの追加
　- 「注文通知情報(CSV)」シートの追加

「歩値情報（TICK、TICK_M）」
　- 「CSV」項目を追加
「日足情報（CANDLE、CANDLE_M、FCANDLE、FCANDLE_M、OPCANDLE、OPCANDLE_M）」
　- 「CSV」項目を追加
　- 「約定時刻」項目の出力形式の記載を修正（HH:MM → HH:MM:SS）
「株式注文照会情報（ORDQUERY、ORDQUERY_M）」
　- 「CSV」項目を追加
　- 「手数料プラン」項目備考の記載を修正（ノーマルプラン→ワンショット）
「日本株保有情報（POSITION、POSITION_M）」
　- 「CSV」項目を追加
　- 「建売買区分」項目備考の記載を修正（売建玉→売、買建玉→買）
「先物OP約定照会情報（FOPEXEC、FOPEXEC_M）」
　- 「CSV」項目を追加
　- 「約定時刻」項目の出力形式の記載を修正（HH:MM → HH:MM:SS）
　- 「建日」項目の出力形式を追記（YYYY/MM/DD）
　- 「取引日」項目の出力形式を追記（YYYY/MM/DD）
　- 「SQ日」項目の出力形式を追記（YYYY/MM/DD）
　- 「権利処理種別」項目の備考を追記
「注文通知情報（ORDERRESULT）」
　- 「CSV」項目を追加
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2021年8月28日

「指標コード（指数情報取得用）（IDX、IDXCANDLE_M、IDXCANDLE）」
　- 「TA125」項目を追加
　- 「AMGNRLX」項目を追加
　- 「MASI」項目を追加
　- 「DAX」項目を追加
　- 「SHCI」項目を追加
　- 「SHAI」項目を追加
　- 「KLSE」項目を追加
　- 「KOSPI」項目を追加
　- 「PSEI」項目を追加
　- 「SPX」項目を追加
　- 「STI」項目を追加
　- 「UKX」項目を追加
　- 「GC1」項目を追加
　- 「SET」項目を追加
　- 「JP10YT」項目を追加
　- 「US10YT」項目を追加
　- 「TA100」項目を削除
　- 「AMMAN」項目を削除
　- 「HRMS」項目を削除
　- 「CFG25」項目を削除
「通貨種別（FX、FXCANDLE_M、FXCANDLE）」
　- 「VNDJPY=X」項目を追加
　- 「MYRJPY=X」項目を追加

2021年9月18日

以下事項の記載を修正

「先物注文関数」シート
「先物注文」
  - 執行条件、発注条件（逆指値指定時）から以下を削除
    ・14:最良指値
    ・15:最良指値(FOK)、
    ・16:最良指値(FAK)

「先物訂正注文」
  - 執行条件、発注条件（逆指値指定時）から以下を削除
    ・14:最良指値
    ・15:最良指値(FOK)、
    ・16:最良指値(FAK)

「オプション注文関数」シート
「OP注文」
  - 執行条件、発注条件（逆指値指定時）から以下を削除
    ・14:最良指値
    ・15:最良指値(FOK)、
    ・16:最良指値(FAK)

「OP注文訂正」
  - 執行条件、発注条件（逆指値指定時）から以下を削除
    ・14:最良指値
    ・15:最良指値(FOK)、
    ・16:最良指値(FAK)

2021年10月1日
「日経225構成銘柄情報(NK225COMP_M)」
　- 「株価換算係数」項目を追加
　- 「みなし額面」項目を削除

2021年12月24日

以下事項の記載を修正

「先物情報」シート
　「無リスク金利」の項目説明を「ユーロ円3月金利」→「無担保コール翌日物金利を表示」に変更

「オプション情報」シート
　「無リスク金利」の項目説明を「ユーロ円3月金利」→「無担保コール翌日物金利を表示」に変更
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以下事項の記載を修正
「部コード」シート
　「東証1部」の名称を「プライム」に変更
　「東証2部」の名称を「スタンダード」に変更
　「東証M」の名称を「グロース」に変更
　「JQｽ」を削除
　「JQｸﾞ」を削除
「部コード(ランキング表示用)」シート
　「東証1部」の名称を「プライム」に変更
　「東証2部」の名称を「スタンダード」に変更
　「東証マザーズ」の名称を「グロース」に変更
　「名証1部」の名称を「名証プレミア」に変更
　「名証2部」の名称を「名証メイン」に変更
　「名証成長企業市場」の名称を「名証ネクスト」に変更
　「東証JASDAQスタンダード」を削除
　「東証JASDAQグロース」を削除
「ランキング用部コード」シート
　「東証1部」の名称を「東証ﾌﾟ」に変更
　「東証2部」の名称を「東証ｽ」に変更
　「東証M」の名称を「東証ｸﾞ」に変更
　「JQｽ」を削除
　「JQｸﾞ」を削除
「指標コード（指数情報取得用）」シート
　「STDT20」を追加
　「GROC」を追加
　「TPRMI」を追加
　「TSTMI」を追加
　「TGRMI」を追加
　「TPRMCI」を追加
　「OT1S」を追加
　「JASDAQ」を削除
　「JSTOCK」を削除

「先物OP注文照会情報」シート
  - 執行条件から以下を削除
    ・最良指値
    ・最良指値(FOK)
    ・最良指値(FAK)

「先物OP注文照会情報」、「先物OP約定照会情報」、「先物OP約定照会情報(CSV)」シート
  - 取引種別から以下を削除
    ・30,スプレッド注文

2022年4月3日
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考 備考 登録上限キー
銘柄情報取得 =QUOTE(銘柄コード,市場コード,取得項目名) 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（定期更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 取得項目名 必要 「銘柄詳細情報」参照
銘柄情報取得 =QUOTE_M(銘柄コード,市場コード,取得項目名) 第1引数 銘柄コード 必要 登録数の上限なし
（手動更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照

第3引数 取得項目名 必要 「銘柄詳細情報」参照
板情報取得 =BOARD(銘柄コード,市場コード,取得項目名) 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（定期更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 取得項目名 必要 「板情報」参照
歩値取得 =TICK(銘柄コード,市場コード,表示行数,取得項目名,表示先) 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（定期更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 取得件数 不要 ●
第4引数 取得項目 必要 「歩値情報」参照
第5引数 表示開始セル 不可

歩値取得 =TICK_M(銘柄コード,市場コード,取得項目名,表示先) 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（手動更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 取得項目 必要 「歩値情報」参照
第4引数 表示開始セル 不可

4本値(日足/分足）取得 =CANDLE_M(銘柄コード,市場コード,足種別,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（手動更新）  第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 足種別 必要 1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、D：日足 ●
第4引数 取得期間 必要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定：０ ●
第5引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第6引数 表示開始セル 不可
第7引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第8引数 本数 不要 ●

4本値(日足/分足）取得 =CANDLE(銘柄コード,市場コード,足種別,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 銘柄コード 必要 ●
（定期更新） 第2引数 市場コード 必要 「市場コード」参照 ●

第3引数 足種別 必要 1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、D：日足 ●
第4引数 取得期間 必要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定：０ ●
第5引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第6引数 表示開始セル 不可
第7引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第8引数 本数 不要 ●

注文照会情報取得 =ORDQUERY(フィルタリング,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング 必要 1：注文中、2：約定済完了 3：失効/取消/エラー 4：全注文 5：保留中 最終行にENDレコードを付与 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「株式注文照会情報」参照 ENDレコード：***END***

第3引数 表示開始セル 不可
注文照会情報取得 =ORDQUERY_M(フィルタリング,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング 必要 1：注文中、2：約定済完了 3：失効/取消/エラー 4：全注文 5：保留中 最終行にENDレコードを付与 ●
（手動更新） 第2引数 取得項目 必要 「株式注文照会情報」参照 ENDレコード：***END***

第3引数 表示開始セル 不可
保有情報取得 =POSITION(フィルタリング1,フィルタリング2,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング1 必要 ブランク：すべて 1：現物 2：信用 最終行にENDレコードを付与 ●

第2引数 フィルタリング2 必要 1:信用まとめて表示、0　または省略時信用建玉別表示 ENDレコード：***END*** ●
（定期更新） 第3引数 取得項目 必要 「日本株保有情報」参照

第4引数 表示開始セル 不可
保有情報取得 =POSITION_M(フィルタリング1,フィルタリング2,トレード区分,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング1 必要 ブランク：すべて 1：現物 2：信用 最終行にENDレコードを付与 ●

第2引数 フィルタリング2 必要 1:信用まとめて表示、0　または省略時信用建玉別表示 ENDレコード：***END*** ●
（手動更新） 第3引数 取得項目 必要 「日本株保有情報」参照

第4引数 表示開始セル 不可
注文通知取得 =ORDERRESULT(取得項目名,表示先) 第1引数 取得項目 必要 「注文通知情報」参照
（定期更新） 第2引数 表示開始セル 不可
規制銘柄取得 =RESTRICTIONSLIST_M(銘柄コード,市場コード,規制内容,表示対象,表示開始セル) 第1引数 フィルタリング1 必要 銘柄コード ブランク：全銘柄 ●
（手動更新） 第2引数 フィルタリング2 必要 「市場コード(フィルタリング用)」参照。ブランク：全市場 ●

第3引数 フィルタリング3 必要 「規制内容」参照 ブランク：全規制内容 ●
第4引数 取得項目 必要 「規制情報」参照
第5引数 表示開始セル 不可

※登録上限は関数全体で５００となります
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考 備考 登録上限キー

先物銘柄情報取得

=FQUOTE(先物コード,限月,取得項目名)

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（定期更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
第3引数 取得項目 必要 「先物情報」参照

OP銘柄情報取得 =OPQUOTE(限月,コールプット区分,権利執行価格,取得項目名,先物コード(OP)) 第1引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
（定期更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●

第3引数 権利執行価格 不要 ●
第4引数 取得項目 必要 「ｵﾌﾟｼｮﾝ情報」参照
第5引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション

先物板情報取得

=FBOARD(先物コード,限月,取得項目名)

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（定期更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
第3引数 取得項目 必要 「板情報」参照

OP板情報取得 = OPBOARD(限月,コールプット区分,権利執行価格,取得項目名,先物コード(OP)) 第1引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
（定期更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●

第3引数 権利執行価格 不要 ●
第4引数 取得項目 必要 「板情報」参照
第5引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション

先物歩値取得

=FTICK(先物コード,限月,表示行数,取得項目名,表示先)

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（定期更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
第3引数 表示行数 不要 1～300 ●
第4引数 取得項目 必要 「先物歩値情報」参照
第5引数 表示先 不可

先物歩値取得

=FTICK_M(先物コード,限月,取得項目名,表示先)

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（手動更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
第3引数 取得項目 必要 「先物歩値情報」参照
第4引数 表示先 不可

OP歩値取得
=OPTICK(限月,コールプット区分,権利執行価格,表示行数,取得項目名,表示先,先物
コード(OP))

第1引数 限月 不要
YYYYMM形式。0：期近 1：期先

●

（定期更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●
第3引数 権利執行価格 不要 ●
第4引数 表示行数 不要 1～300 ●
第5引数 取得項目 必要 「オプション歩値情報」参照
第6引数 表示先 不可
第7引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション

OP歩値取得 =OPTICK_M(限月,コールプット区分,権利執行価格,,取得項目名,表示先,先物コード 第1引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
（手動更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●

第3引数 権利執行価格 不要 ●
第4引数 取得項目 必要 「オプション歩値情報」参照
第5引数 表示先 不可
第6引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション

先物4本値(日足/分足）取得

=FCANDLE(先物コード,限月,足種別,取得期間,取得項目,表示先,昇順降順,本数）

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（定期更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●
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第3引数 足種別 必要
1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、B：日足
(営業日ベース）、T：日足（取引日ベース） ●

第4引数 取得期間 不要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定： ●
第5引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第6引数 表示先 不可
第7引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●

第8引数 本数 不要
本数指定の場合に、足取得期間に０を設定したうえで足本数を指
定する

●

先物4本値(日足/分足）取得

=FCANDLE_M(先物コード,限月,足種別,取得期間,取得項目,表示先,昇順降順,本数）

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、JGB：ミニJGB、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先
物、MOTHERS：マザーズ先物

●

（手動更新） 第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先 ●

第3引数 足種別 必要
1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、B：日足
(営業日ベース）、T：日足（取引日ベース） ●

第4引数 取得期間 不要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定： ●
第5引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第6引数 表示先 不可
第7引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●

第8引数 本数 不要
本数指定の場合に、足取得期間に０を設定したうえで足本数を指
定する

●

OP4本値(日足/分足）取得
=OPCANDLE(限月,コールプット区分,権利行使価格,足種別,取得期間,取得項目,表示
先,昇順降順,本数,先物コード(OP))

第1引数 限月 不要
YYYYMM形式。0：期近 1：期先

●

（定期更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●
第3引数 権利行使価格 不要 ●

第4引数 足種別 必要
1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、B：日足
(営業日ベース）、T：日足（取引日ベース）

●

第5引数 取得期間 不要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定： ●
第6引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第7引数 表示先 不可

第8引数 昇順降順 必要
D：降順(表示上部から下部へ直近から過去）　A：昇順（過去から
直近）

●

第9引数 本数 不要
本数指定の場合に、足取得期間に０を設定したうえで足本数を指
定する

●

第10引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション

OP4本値(日足/分足）取得
=OPCANDLE_M(限月,コールプット区分,権利行使価格,足種別,取得期間,取得項目,表
示先,昇順降順,本数,先物コード(OP)) 第1引数 限月 不要

YYYYMM形式。0：期近 1：期先
●

（手動更新） 第2引数 コールドプット区分 必要 P：プット C：コール ●
第3引数 権利行使価格 不要 ●

第4引数 足種別 必要
1：1分足、5：5分足、15：15分足、30：30分足、60：時足 、B：日足
(営業日ベース）、T：日足（取引日ベース）

●

第5引数 取得期間 不要 分足：1～5（日数）を指定、日足：1～36（月数）を指定、本数指定： ●
第6引数 取得項目 必要 「日足情報」参照
第7引数 表示先 不可

第8引数 昇順降順 必要
D：降順(表示上部から下部へ直近から過去）　A：昇順（過去から
直近）

●

第9引数 本数 不要
本数指定の場合に、足取得期間に０を設定したうえで足本数を指
定する

●

第10引数 先物コード(OP) 必要 N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション
注文照会情報取得 =FOPORDQUERY(フィルタリング1、フィルタリング2,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング1 不要 1：注文中、2：約定済完了 3：失効/取消/エラー 4：全注文 最終行にENDレコードを付与 ●
（定期更新） 　 第2引数 フィルタリング2 不要 2：通常 ENDレコード：***END*** ●

第3引数 取得項目 必要 「先物OP注文照会情報」参照
第4引数 表示先 不可

注文照会情報取得 =FOPORDQUERY_M(フィルタリング1、フィルタリング2,取得項目名,表示先) 第1引数 フィルタリング1 不要 1：注文中、2：約定済完了 3：失効/取消/エラー 4：全注文 最終行にENDレコードを付与 ●
（手動更新） 第2引数 フィルタリング2 不要 2：通常 ENDレコード：***END*** ●

第3引数 取得項目 必要 「先物OP注文照会情報」参照
第4引数 表示先 不可

保有情報取得 =FOPPOSITION(取得項目名,表示先,建玉の表示単位) 第1引数 取得項目 必要 「先物OP保有情報」参照 最終行にENDレコードを付与
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（定期更新） 第2引数 表示先 不可 ENDレコード：***END***
第3引数 建玉の表示単位 必要 0：指定なし、1：建日・建単価毎、2：注文毎、3：建単価毎、4：売買

保有情報取得 =FOPPOSITION_M(取得項目名,表示先,建玉の表示単位) 第1引数 取得項目 必要 「先物OP保有情報」参照 最終行にENDレコードを付与
（手動更新） 第2引数 表示先 不可 ENDレコード：***END***

第3引数 建玉の表示単位 必要 0：指定なし、1：建日・建単価毎、2：注文毎、3：建単価毎、4：売買
約定照会情報取得 =FOPEXEC(取得項目名,表示先) 第1引数 取得項目 必要 「先物OP約定照会情報」参照
（定期更新） 第2引数 表示先 不可
約定照会情報取得 =FOPEXEC_M(取得項目名,表示先) 第1引数 取得項目 必要 「先物OP約定照会情報」参照
（手動更新） 第2引数 表示先 不可
注文通知取得 =ORDERRESULT(取得項目名,表示先) 第1引数 取得項目 必要 「注文通知情報」参照
（定期更新） 第2引数 表示開始セル 不可
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考 登録上限キー
指数情報取得 =IDX(指標コード,取得項目名) 第1引数 指標コード 必要 「指標コード（指数情報取得用）」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「指数情報」参照
為替情報取得 =FX(通貨種別,取得項目名) 第1引数 通貨種別 必要 「通貨種別」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「為替情報」参照
ランキング =RANKING_M(ランキング種別,取得項目名,取得件数,表示先,部コード) 第1引数 ランキング種別 必要 「ランキング種別」参照 ●
（手動更新） 第2引数 取得項目 必要 「ランキング情報」参照

第3引数 取得件数 不要 取得（表示）する件数を指定 ●
第4引数 表示開始セル 不可
第5引数 部コード 必要 「ランキング用部コード」参照

高値安値 =HIGHLOW(種別,取得項目名,表示先) 第1引数 種別 必要 「高値安値種別」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「高値安値情報」参照

第3引数 表示開始セル 不可
高値安値 =HIGHLOW_M(種別,取得項目名,表示先) 第1引数 種別 必要 「高値安値種別」参照 ●
（手動更新） 第2引数 取得項目 必要 「高値安値情報」参照

第3引数 表示開始セル 不可
指数日足情報 =IDXCANDLE_M(指標コード,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 指標コード 必要 「指標コード（指数情報取得用）」参照 ●
（手動更新） 第2引数 取得月数 不要 0～36を指定。0を指定した場合、本数指定になります。 ●

第3引数 取得項目 必要 「指数日足情報」参照
第4引数 表示開始セル 不可
第5引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第6引数 本数 不要 ●

指数日足情報 =IDXCANDLE(指標コード,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 指標コード 必要 「指標コード（指数情報取得用）」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得月数 不要 0～36を指定。0を指定した場合、本数指定になります。 ●

第3引数 取得項目 必要 「指数日足情報」参照
第4引数 表示開始セル 不可
第5引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第6引数 本数 不要 ●

為替日足情報 =FXCANDLE_M(通貨種別,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 通貨名 必要 「通貨種別」参照 ●
（手動更新） 第2引数 取得月数 不要 0～36を指定。0を指定した場合、本数指定になります。 ●

第3引数 取得項目 必要 「為替日足情報」参照
第4引数 表示開始セル 不可
第5引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第6引数 本数 不要 ●

為替日足情報 =FXCANDLE(通貨種別,期間,取得項目名,表示先,並び順,本数） 第1引数 通貨名 必要 「通貨種別」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得月数 不要 0～36を指定。0を指定した場合、本数指定になります。 ●

第3引数 取得項目 必要 「為替日足情報」参照
第4引数 表示開始セル 不可
第5引数 昇順降順 必要 D：降順　A：昇順 ●
第6引数 本数 不要 ●

市場統計情報 =MARKET(部コード,取得項目） 第1引数 部コード 必要 「部コード」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「市場統計情報」参照
東証33業種別情報 =TSE_33（業種コード,取得項目） 第1引数 業種コード 必要 「業種コード」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「業種別指数情報」参照
TOPIX17業種別情報 =TOPIX_17（業種コード,取得項目） 第1引数 TOPIX17業種コード 必要 「TOPIX17業種コード」参照 ●
（定期更新） 第2引数 取得項目 必要 「業種別指数情報」参照
日経225構成銘柄 =NK225COMP_M(取得項目名,表示先) 第1引数 取得項目 必要 「日経225構成銘柄情報」参照
（手動更新） 第2引数 表示開始セル 不可
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考

現物注文
=NEWORDER(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,期間,預り区
分,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注条件（逆指値）,発注単価
（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ,注文番号表示先セル)

第1引数 銘柄コード 必要

現物新規注文をおこ
なう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売、３：買

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預り区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、２：NISA預り、省略可能、省略時は特定口座開
設顧客は特定預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第11引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第12引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第13引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第14引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第15引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第16引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第17引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

第18引数 注文番号表示先セル不可
注文完了時に注文番号を表示するセル。
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

信用新規注文
=MARGINORDER(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,期間,預り
区分,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注条件（逆指値）,発注単価
（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ,信用取引区分,注文番号表示先セル)

第1引数 銘柄コード 必要

信用新規注文をおこ
なう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売、３：買

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
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第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預り区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、省略可能、省略時は特定口座開設顧客は特定
預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第11引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第12引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第13引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第14引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第15引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第16引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第17引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

第18引数 信用取引区分 不要 0：制度（6ヶ月）、1：一般（無期限）、省略可能、省略時は制度（6ヶ月）

第19引数 注文番号表示先セル不可
注文完了時に注文番号を表示するセル。
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

信用返済注文

=REPAYMENTORDER(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,期間,
預区分,建単価,建年月日,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注条件
（逆指値）,発注単価（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ,信用取引区分,注文
番号表示先セル)

第1引数 銘柄コード 必要

建日、建単価に合致
した建玉の返済注
文をおこなう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売返済、３：買返済

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、省略可能、省略時は特定口座開設顧客は特定
預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 建単価 不要 決済建玉の建単価を指定する(必須）
第11引数 建年月日 不要 決済建玉の建日を指定する(必須）。YYYYMMDD
第12引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第13引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第14引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第15引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード
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第16引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第17引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第18引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第19引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

第20引数 信用取引区分 不要 0：制度（6ヶ月）、1：一般（無期限）、省略可能、省略時は制度（6ヶ月）

第21引数 注文番号表示先セル不可
注文完了時に注文番号を表示するセル。
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

注文取消
=ORDERCANCEL(注文番号,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,取消ID,注文
確認省略フラグ)

第1引数 注文番号 必要
注文照会関数で取得した番号

第2引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第3引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第4引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第5引数 取消ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第6引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

注文訂正
=REPLACEORDER(注文番号,執行条件,単価,数量,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パ
スワード,訂正ID,発注条件（逆指値）,発注単価（逆指値）,注文確認省略フラグ)

第1引数 注文番号 必要
注文照会関数で取得した番号

値段条件と値段、も
しくは数量を訂正す
る。

第2引数 執行条件 不要

1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値、変更しない場合は省略可能

第3引数 単価 必要
逆指値の場合は発火条件価格を指定
変更しない場合は省略可能

第4引数 数量 必要
変更しない場合は省略可能、但し値段、もしくは数量どちらか一方の変更
のみ

第5引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第6引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第7引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第8引数 訂正ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第9引数
発注条件
（逆指値）

必要

執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成
変更しない場合は省略可能

第10引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定
変更しない場合は省略可能

第11引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

現物注文（注文番号
なし）

=NEWORDER_CL(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,期間,預り
区分,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注条件（逆指値）,発注単価
（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ)

第1引数 銘柄コード 必要
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現物新規注文をおこ
なう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売、３：買

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預り区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、２：NISA預り、省略可能、省略時は特定口座開
設顧客は特定預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第11引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第12引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第13引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第14引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第15引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第16引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第17引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

信用新規注文（注文
番号なし）

=MARGINORDER_CL(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,期間,
預り区分,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注条件（逆指値）,発注
単価（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ,信用取引区分)

第1引数 銘柄コード 必要

信用新規注文をおこ
なう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売、３：買

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預り区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、省略可能、省略時は特定口座開設顧客は特定
預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第11引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第12引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
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第13引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第14引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第15引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第16引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第17引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

第18引数 信用取引区分 不要 0：制度（6ヶ月）、1：一般（無期限）、省略可能、省略時は制度（6ヶ月）

信用返済注文（注文
番号なし）

=REPAYMENTORDER_CL(銘柄コード,市場コード,売買区分,執行条件,単価,数量,期間指定,
期間,預区分,建単価,建年月日,確認省略フラグ,注文完了省略フラグ,パスワード,発注ID,発注
条件（逆指値）,発注単価（逆指値）,注文確認省略フラグ,注意画面表示フラグ,信用取引区

第1引数 銘柄コード 必要

建日、建単価に合致
した建玉の返済注
文をおこなう

第2引数 市場コード 必要

市場は以下のように指定
　東証：東証またはT
　名証：名称またはN
　福証：福証またはF
　札証：札証またはS
省略時は優先市場へ発注

第3引数 売買区分 不要 １：売返済、３：買返済

第4引数 執行条件 不要
1：指値、2：寄指、4：引指、6：不成
0：成行、3：寄成、5：引成、7：逆指値

第5引数 単価 必要 逆指値の場合は発火条件価格を指定
第6引数 数量 不要
第7引数 期間指定 必要 T：当日のみ有効、W：今週のみ有効、O：指定日付まで有効
第8引数 期間 必要 YYYYMMDD、当日指定、今週指定の場合は省略可能

第9引数 預区分 不要
０：特定預り、１：一般預り、省略可能、省略時は特定口座開設顧客は特定
預り、未開設顧客は一般預り

第10引数 建単価 不要 決済建玉の建単価を指定する(必須）
第11引数 建年月日 不要 決済建玉の建日を指定する(必須）。YYYYMMDD
第12引数 注文完了省略フラグ 不要 0：表示あり、１：表示無し
第13引数 注文画面省略フラグ 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第14引数 パスワード 必要 日本株取引パスワード。
第15引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第16引数
発注条件
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値の時は下記を設定。
1：指値、4：引指、6：不成
0：成行、5：引成

第17引数
発注単価
（逆指値）

必要
執行条件が逆指値時に達成後指値価格を設定

第18引数 注文確認省略フラグ 必要
0：表示あり、１：表示無し
オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作

第19引数 注意画面省略フラグ 必要
0：表示あり、１：注意画面を表示せず注文をキャンセル
オプショナル引数にして、指定しない場合は、注意画面を表示する

第20引数 信用取引区分 不要 0：制度（6ヶ月）、1：一般（無期限）、省略可能、省略時は制度（6ヶ月）
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考

先物注文

=FNEWORDER(先物コード,限月,取引種類,建玉番号,建玉枝番号,売買区分,執行条件,単価,数
量,確認,注文完了,注文画面表示,パスワード,発注ID,有効期間区分or日付,メモ,発注条件,発注
単価)

第1引数 先物コード 必要

N225：N225先物、N225mini：N225ミニ、TOPIX：TPX先物、
TOPIXmini：ミニTPX、Core30：Core30、
REIT：REIT先物、DOW：ダウ先物、VI：VI先物、JPX400：JPX400先物、
MOTHERS：マザーズ先物

第2引数 限月 不要 YYYYMM形式。0：期近 1：期先
第3引数 取引種類 不要 1：新規、2：決済

第4引数 建玉番号or決済順序 必要
A：評価益（1枚）順、B：評価損（1枚）順、C：建日時古順、D：建日時新
順。ブランクはなし。
※2013年8月18日より建玉番号を英字交じりの形式に変更

第5引数 建玉枝番号 必要 建玉番号指定の場合に必須
第6引数 売買区分 不要 1：売、3：買

第7引数 執行条件 不要
0:最大指値、1:指値、5:引成、6:不出来引成、8:逆指値、10:指値(FOK)、
11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、13:成行(FAK)、19:引指

第8引数 単価 不要
成行、最大指値の場合は０を指定、逆指値の場合は発火条件価格を
指定

第9引数 数量 不要
第10引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第11引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第12引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第13引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第14引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第15引数 有効期間区分or日付 必要

1：当ｾｯｼｮﾝのみ(GFD)、
3：最終日まで(GTC)、
YYYYMMDD（GTDの場合のみ日付設定）
※指定しない場合当セッションのみ

第16引数 メモ 必要

0-9/a-z/A-Zの範囲文字と_(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)のみ
※指定しない場合登録無し
※他ツールから時間指定の訂正を付与した場合、訂正後の注文には
引き継がれません

第17引数
発注条件
（逆指値指定時）

不要

●執行条件が逆指値の時は下記を設定。
  0:最大指値、1:指値、10:指値(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、
13:成行(FAK)
　※指定しない場合最大指値

※逆指値以外の場合は省略可能。

第18引数
発注単価
（逆指値指定時）

不要

●執行条件が逆指値の時
　指定しない場合0を自動設定
※逆指値以外の場合は省略可能。
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先物注文取消
=FORDERCANCEL(注文番号,待機中のみ取消,確認,注文完了,注文画面表示,パスワード,取消
ID)

第1引数 注文番号 必要
※2013年8月18日より注文番号を英字交じりの形式に変更

第2引数 待機中のみ取消 不要
0：全取消、1：待機中のみ取消
IFD、IFDOで有効

第3引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第4引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第5引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第6引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第7引数 取消ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

先物注文訂正
=FREPLACEORDER(注文番号,執行条件,単価,数量,確認,注文完了,注文画面表示,パスワード,
訂正ID,発注条件,発注単価)

第1引数 注文番号 必要
※2013年8月18日より注文番号を英字交じりの形式に変更

（通常） 第2引数 執行条件 不要
0:最大指値、1:指値、5:引成、6:不出来引成、8:逆指値、10:指値(FOK)、
11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、13:成行(FAK)、19:引指

第3引数 単価 不要
訂正後の単価を指定します
成行、最大指値の場合は０を指定

第4引数 数量 不要 訂正後の数量を指定します
第5引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第6引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第7引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第8引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第9引数 訂正ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第10引数 発注条件（逆指値指定時） 不要

●執行条件が逆指値の時は下記を設定。
  0:最大指値、1:指値、10:指値(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、
13:成行(FAK)
※指定しない場合最大指値
※逆指値以外の場合は省略可能。

第11引数 発注単価（逆指値指定時） 不要

●執行条件が逆指値の時
※指定しない場合0を自動設定
※逆指値以外の場合は省略可能。
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関数名 式 引数 ダブルコーテーション 備考

OP注文
=OPNEWORDER(限月,CallPut区分,権利行使価格,取引種類,建玉番号,建玉枝番号,売買区
分,執行条件,単価,数量,確認,注文完了,注文画面表示,パスワード,発注ID,有効期間区分or日
付,メモ,発注条件,発注単価,先物コード(OP))

第1引数 限月 不要
YYYYMM形式。0：期近 1：期先

第2引数 CallPut区分 必要 C：コール、P：プット
第3引数 権利行使価格 不要
第4引数 取引種類 不要 1：新規、2：決済

第5引数 建玉番号or決済順序 必要
A：評価益（1枚）順、B：評価損（1枚）順、C：建日時古順、D：建日時新
順。ブランクはなし。
※2013年8月18日より建玉番号を英字交じりの形式に変更

第6引数 建玉枝番号 必要 建玉番号指定の場合に必須
第7引数 売買区分 不要 1：売、3：買

第8引数 執行条件 不要
0:最大指値、1:指値、5:引成、6:不出来引成、8:逆指値、10:指値
(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、13:成行(FAK)、19:引指

第9引数 単価 不要
成行、最大指値の場合は０を指定、逆指値の場合は発火条件価格を
指定

第10引数 数量 不要
第11引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第12引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第13引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第14引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第15引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第16引数 有効期間区分or日付 必要

1：当ｾｯｼｮﾝのみ(GFD)、
3：最終日まで(GTC)、
YYYYMMDD（GTDの場合のみ日付設定）
※指定しない場合当セッションのみ
※2011/7/19リリースでは当セッションのみ対応

第17引数 メモ 必要

0-9/a-z/A-Zの範囲文字と_(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)のみ
※オプショナル引数にして、指定しない場合は、現行通りの動作
※他ツールから時間指定の訂正を付与した場合、訂正後の注文には
引き継がれません

第18引数
発注条件
（逆指値指定時）

不要

●執行条件が逆指値の時は下記を設定。
  0:最大指値、1:指値、10:指値(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、
13:成行(FAK)
　※指定しない場合最大指値

※逆指値以外の場合は省略可能。

第19引数
発注単価
（逆指値指定時）

不要

●執行条件が逆指値の時
　指定しない場合0を自動設定
※逆指値以外の場合は省略可能。

第20引数 先物コード(OP) 必要

N225op：日経225オプション、TOPIXop：TOPIXオプション
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OP注文取消
=OPORDERCANCEL(注文番号,待機中のみ取消,確認,注文完了,注文画面表示,パスワード,
訂正ID)

第1引数 注文番号 必要
※2013年8月18日より注文番号を英字交じりの形式に変更

第2引数 待機中のみ取消 不要
0：全取消、1：待機中のみ取消
IFD、IFDOで有効

第3引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第4引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第5引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第6引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第7引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

OP注文訂正
=OPREPLACEORDER(注文番号,執行条件,単価,数量,確認,注文完了,注文画面表示,パス
ワード,取消ID,発注条件,発注単価)

第1引数 注文番号 必要
※2013年8月18日より注文番号を英字交じりの形式に変更

（通常） 第2引数 執行条件 不要
0:最大指値、1:指値、5:引成、6:不出来引成、8:逆指値、10:指値
(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、13:成行(FAK)、19:引指

第3引数 単価 不要
訂正後の単価を指定します
成行、最大指値の場合は０を指定

第4引数 数量 不要 訂正後の数量を指定します
第5引数 確認 不要 0：表示あり、１：表示無し
第6引数 注文完了 不要 0：表示あり、１：表示無し
第7引数 注文画面表示 必要 RSSバージョン２では常に表示なし
第8引数 パスワード 必要 先物注文取引パスワード
第9引数 発注ID 必要 重複注文防止用のユニークなコード

第10引数 発注条件（逆指値指定時） 不要

●執行条件が逆指値の時は下記を設定。
  0:最大指値、1:指値、10:指値(FOK)、11:指値(FAK)、12:成行(FOK)、
13:成行(FAK)
※指定しない場合最大指値
※逆指値以外の場合は省略可能。

第11引数 発注単価（逆指値指定時） 不要

●執行条件が逆指値の時
※指定しない場合0を自動設定
※逆指値以外の場合は省略可能。
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市場コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 東証 東証 東証

2 名証 名証 名証

3 福証 福証 福証

4 札証 札証 札証

※関数の引数パラメータにて、指定しない（””)場合には優先市場を表示します

- 19 -



部コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 東証ﾌﾟ プライム

2 東証ｽ スタンダード

3 東証ｸﾞ グロース
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気配種別
NO. 表示内容 項目説明 備考

1 Y 寄前気配

2 事象なし/気配省略

3 成行気配/一般気配

4 対象なし

5 買い停止前の特別気配

6 売り停止前の特別気配

7 買い特別気配

8 売り特別気配

9 買い連続約定気配

10 売り連続約定気配

11 買い停止前連続約定気配

12 売り停止前連続約定気配

13 ↑ 一般気配（買い上がり中）

14 ↓ 一般気配（売り下がり中）

△'(スペース）

特

連
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指標コード（指数情報取得用）
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 N225 日経平均

2 TOPIX TOPIX

3 NVI 日経平均ＶＩ

4 N225F1 日経平均先物 期近

5 N225F2 日経平均先物 期先

6 TOPIXF1 TOPIX先物 期近

7 DJIF1 ダウ先物期近

8 STDT20 東証スタンダード市場TOP20

9 GROC 東証グロース市場Core指数

10 TPRMI 東証プライム市場指数

11 TSTMI 東証スタンダード市場指数

12 TGRMI 東証グロース市場指数

13 TPRMCI 東証プライム市場コンポジット指数

14 OT1S 旧東証市場第一部指数

15 MOTHERS マザーズ

16 STDJGB10S1 長期国債先物　期近

17 STDJGB20S1 超長期国債先物　期近

18 REIT リート指数

19 TOPIXC30 TOPIX-CORE30

20 TOPIX100 TOPIX100

21 JN400 JPX日経400

22 DJI NYダウ

23 IXIC NASDAQ

24 NKc1 CME日経平均先物(USD)

25 NIYcm1 CME日経平均先物(JPY)

26 CLc1 WTI原油先物

27 CRB CRB指数

28 HSI 香港ハンセン指数

29 HSCE 香港H株指数

30 HSCC 香港レッドチップ指数

31 TWII 台湾加権指数

32 JKSE ジャカルタ総合指数

33 VNI ベトナムVN指数

34 BVSP ブラジルボベスパ指数
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35 IRTS ロシアRTS指数

36 BSESN ムンバイSENSEX指数

37 AORD 豪AORD指数

38 XU100 トルコISE100種指数

39 FCHI CAC40

40 TA125 テルアビブ125種指数

41 AMGNRLX アンマン株式総合指数

42 TASI サウジアラビアタダウル全株指数

43 KWSE クウェイト株式市場指数

44 MSI オマーンマスカットMSM30指数

45 BAX バーレーン全株指数

46 MASI モロッコ総合指数

47 DAX フランクフルトDAX指数

48 SHCI 上海総合指数

49 SHAI 上海A株指数

50 KLSE クアラルンプールKLCI指数

51 KOSPI 韓国KOSPI指数

52 PSEI フィリピンPSE指数

53 SPX S&P 500

54 STI シンガポールSTI指数

55 UKX ロンドンFTSE100指数

56 GC1 NY金先物 期近

57 SET タイSET指数

58 JP10YT 日本10年債

59 US10YT 米国10年債(金利)

- 23 -



通貨種別
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 JPY=X 米ドル/円

2 EURJPY=X ユーロ/円

3 GBPJPY=X 英ポンド/円

4 CHFJPY=X スイスフラン/円

5 AUDJPY=X 豪ドル/円

6 NZDJPY=X ニュージーランドドル/円

7 CADJPY=X カナダドル/円

8 HKDJPY=X 香港ドル/円

9 CNYJPY=X 人民元/円

10 SGDJPY=X シンガポールドル/円

11 THBJPY=X タイバーツ/円

12 IDRJPY=X インドネシアルピア/円

13 KRWJPY=X 韓国ウォン/円

14 PHPJPY=X フィリピンペソ/円

15 MXNJPY=X メキシコペソ/円

16 ZARJPY=X 南アフリカランド/円

17 RUBJPY=X ロシアルーブル/円

18 TWDJPY=X 台湾ドル/円

19 VNDJPY=X ベトナムドン/円

20 MYRJPY=X マレーシアリンギット/円

21 INRJPY=X インドルピー/円

22 TRYJPY=X トルコリラ/円

23 BRLJPY=X ブラジルレアル/円

24 EUR=X ユーロ/米ドル

25 GBP=X 英ポンド/米ドル

26 CHFUSD=X スイスフラン/米ドル

27 AUD=X 豪ドル/米ドル

28 NZD=X ニュージーランドドル/米ドル

29 CADUSD=X カナダドル/米ドル

30 HKDUSD=X 香港ドル/米ドル

31 CNYUSD=X 人民元/米ドル

32 SGDUSD=X シンガポールドル/米ドル

33 THBUSD=X タイバーツ/米ドル

34 IDRUSD=X インドネシアルピア/米ドル
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35 KRWUSD=X 韓国ウォン/米ドル

36 PHPUSD=X フィリピンペソ/米ドル

37 MXNUSD=X メキシコペソ/米ドル

38 ZARUSD=X 南アフリカランド/米ドル

39 RUBUSD=X ロシアルーブル/米ドル

40 TWDUSD=X 台湾ドル/米ドル

41 VNDUSD=X ベトナムドン/米ドル

42 MYRUSD=X マレーシアリンギット/米ドル

43 INRUSD=X インドルピー/米ドル

44 TRYUSD=X トルコリラ/米ドル

45 BRLUSD=X ブラジルレアル/米ドル
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ランキング種別
NO. 引数パラメータ 表示内容 Ranking係数1の値 備考

1 出来高 出来高 出来高
2 出来高急増(5日出来高移動平均からの乖離率) 出来高急増(5日出来高移動平均からの乖離率) 売買高乖離率
3 後場出来高急増(後場出来高÷前場出来高) 後場出来高急増(後場出来高÷前場出来高) 後場出来高÷前場出来高
4 売買代金 売買代金 売買代金
5 値上り幅(前日終値) 値上り幅(前日終値) 前日比(率)
6 値下り幅(前日終値) 値下り幅(前日終値) 前日比(率)
7 値上り幅(始値) 値上り幅(始値) 始値比(率)
8 値下り幅(始値) 値下り幅(始値) 始値比(率)
9 値上り率(前日終値) 値上り率(前日終値) 前日比(率)

10 値下り率(前日終値) 値下り率(前日終値) 前日比(率)
11 値上り率(始値) 値上り率(始値) 始値比(率)
12 値下り率(始値) 値下り率(始値) 始値比(率)
13 高乖離率(25日プラス) 高乖離率(25日プラス) 乖離率
14 高乖離率(25日マイナス) 高乖離率(25日マイナス) 乖離率
15 高乖離率(5日プラス) 高乖離率(5日プラス) 乖離率
16 高乖離率(5日マイナス) 高乖離率(5日マイナス) 乖離率
17 高乖離率(75日プラス) 高乖離率(75日プラス) 乖離率
18 高乖離率(75日マイナス) 高乖離率(75日マイナス) 乖離率
19 高乖離率(13週プラス) 高乖離率(13週プラス) 乖離率
20 高乖離率(13週マイナス) 高乖離率(13週マイナス) 乖離率
21 高乖離率(26週プラス) 高乖離率(26週プラス) 乖離率
22 高乖離率(26週マイナス) 高乖離率(26週マイナス) 乖離率
23 出来高急増かつ値上り率(株価上昇10％以上) 出来高急増かつ値上り率(株価上昇10％以上) 値上率
24 出来高急増かつ値下り率(株価上昇-10％以下) 出来高急増かつ値下り率(株価上昇-10％以下) 値下率
25 日足ゴールデンクロス(25日移動平均を5日移動平均が上回る) 日足ゴールデンクロス(25日移動平均を5日移動平均が上回る) 5日移動平均
26 日足デッドクロス(25日移動平均を5日移動平均が下回る) 日足デッドクロス(25日移動平均を5日移動平均が下回る) 5日移動平均
27 続伸(3日間終値続伸) 続伸(3日間終値続伸) 3日間騰落率
28 続落(3日間終値続落) 続落(3日間終値続落) 3日間騰落率
29 連続陽線日数(前日終値から30日内) 連続陽線日数(前日終値から30日内) 連続陽線日数
30 連続陰線日数(前日終値から30日内) 連続陰線日数(前日終値から30日内) 連続陰線日数
31 星取りランキング上げ(75日間陽線割合) 星取りランキング上げ(75日間陽線割合) 75日間陽線割合
32 星取りランキング下げ(75日間陰線割合) 星取りランキング下げ(75日間陰線割合) 75日間陰線割合
33 低乖離率(25日プラス) 低乖離率(25日プラス) 乖離率
34 低乖離率(25日マイナス) 低乖離率(25日マイナス) 乖離率
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35 低乖離率(5日プラス) 低乖離率(5日プラス) 乖離率
36 低乖離率(5日マイナス) 低乖離率(5日マイナス) 乖離率
37 低乖離率(75日プラス) 低乖離率(75日プラス) 乖離率
38 低乖離率(75日マイナス) 低乖離率(75日マイナス) 乖離率
39 低乖離率(13週プラス) 低乖離率(13週プラス) 乖離率
40 低乖離率(13週マイナス) 低乖離率(13週マイナス) 乖離率
41 低乖離率(26週プラス) 低乖離率(26週プラス) 乖離率
42 低乖離率(26週マイナス) 低乖離率(26週マイナス) 乖離率
43 配当利回り（予想） 配当利回り（予想） 配当利回り
44 配当利回り（実績） 配当利回り（実績） 配当利回り
45 高PER 高PER PER
46 低PER 低PER PER
47 高PBR 高PBR PBR
48 低PBR 低PBR PBR
49 高ROE 高ROE ROE
50 高EPS 高EPS EPS

51 総資産経常利益率 総資産経常利益率 総資産経常利益率
52 売上高 売上高 売上高
53 経常利益 経常利益 経常利益
54 純利益 純利益 純利益
55 経常利益増益率 経常利益増益率 経常利益増益率
56 純利益増益率 純利益増益率 純利益増益率
57 時価総額上位 時価総額上位 時価総額(百万円)
58 時価総額下位 時価総額下位 時価総額(百万円)
59 信用買残増加 信用買残増加 信用買残
60 信用買残減少 信用買残減少 信用買残
61 信用売残増加 信用売残増加 信用売残
62 信用売残減少 信用売残減少 信用売残
63 信用倍率上位 信用倍率上位 信用倍率
64 信用倍率下位 信用倍率下位 信用倍率
65 信用回転日数 信用回転日数 回転日数
66 逆日歩 逆日歩 逆日歩(円)
67 投資金額上位(単元当たり) 投資金額上位(単元当たり) 投資金額
68 投資金額下位(単元当たり) 投資金額下位(単元当たり) 投資金額
69 株価急騰(1分前) 株価急騰(1分前) 騰落率
70 株価急騰(3分前) 株価急騰(3分前) 騰落率
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71 株価急騰(5分前) 株価急騰(5分前) 騰落率
72 株価急騰(10分前) 株価急騰(10分前) 騰落率
73 株価急騰(20分前) 株価急騰(20分前) 騰落率
74 株価急騰(30分前) 株価急騰(30分前) 騰落率
75 株価急騰(60分前) 株価急騰(60分前) 騰落率
76 株価急落(1分前) 株価急落(1分前) 騰落率
77 株価急落(3分前) 株価急落(3分前) 騰落率
78 株価急落(5分前) 株価急落(5分前) 騰落率
79 株価急落(10分前) 株価急落(10分前) 騰落率
80 株価急落(20分前) 株価急落(20分前) 騰落率
81 株価急落(30分前) 株価急落(30分前) 騰落率
82 株価急落(60分前) 株価急落(60分前) 騰落率
83 出来高急増(1分前) 出来高急増(1分前) 騰落率
84 出来高急増(3分前) 出来高急増(3分前) 騰落率
85 出来高急増(5分前) 出来高急増(5分前) 騰落率
86 出来高急増(10分前) 出来高急増(10分前) 騰落率
87 出来高急増(20分前) 出来高急増(20分前) 騰落率
88 出来高急増(30分前) 出来高急増(30分前) 騰落率
89 出来高急増(60分前) 出来高急増(60分前) 騰落率
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部コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 東証所属部なし 東証所属部なし

2 プライム プライム

3 スタンダード スタンダード

4 グロース グロース

5 東証不動産投資信託証券市場 東証不動産投資信託証券市場

6 東証ベンチャーファンド 東証ベンチャーファンド

7 東証ETF 東証ETF

8 東証外国ETF 東証外国ETF

9 東証内国インフラファンド 東証内国インフラファンド

10 東証外国インフラファンド 東証外国インフラファンド

11 東証外国インフラファンド信託受益証券 東証外国インフラファンド信託受益証券

12 名証所属部なし 名証所属部なし

13 名証プレミア 名証プレミア

14 名証メイン 名証メイン

15 名証ネクスト 名証ネクスト

16 名証内国ETF 名証内国ETF

17 名証外国ETF 名証外国ETF

18 福証所属部なし 福証所属部なし

19 福証上場 福証上場

20 福証Q-Board 福証Q-Board

21 福証不動産投資信託証券市場 福証不動産投資信託証券市場

22 福証内国ETF 福証内国ETF

23 福証外国ETF 福証外国ETF

24 札証所属部なし 札証所属部なし

25 札証上場 札証上場

26 札証アンビシャス 札証アンビシャス

27 札証内国ETF 札証内国ETF

28 札証外国ETF 札証外国ETF
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高値安値種別
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 ストップ高 ストップ高

2 ストップ安 ストップ安

3 年初来高値 年初来高値

4 年初来安値 年初来安値
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業種コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 水産・農林業 水産・農林業

2 鉱業 鉱業

3 建設業 建設業

4 食料品 食料品

5 繊維製品 繊維製品

6 パルプ・紙 パルプ・紙

7 化学 化学

8 医薬品 医薬品

9 石油・石炭製品 石油・石炭製品

10 ゴム製品 ゴム製品

11 ガラス・土石製品 ガラス・土石製品

12 鉄鋼 鉄鋼

13 非鉄金属 非鉄金属

14 金属製品 金属製品

15 機械 機械

16 電気機器 電気機器

17 輸送用機器 輸送用機器

18 精密機器 精密機器

19 その他製品 その他製品

20 電気・ガス業 電気・ガス業

21 陸運業 陸運業

22 海運業 海運業

23 空運業 空運業

24 倉庫・運輸関連業 倉庫・運輸関連業

25 情報・通信業 情報・通信業

26 卸売業 卸売業

27 小売業 小売業

28 銀行業 銀行業

29 証券・商品先物取引業 証券・商品先物取引業

30 保険業 保険業

31 その他金融業 その他金融業

32 不動産業 不動産業

33 サービス業 サービス業
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TOPIX17業種コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 食品 食品

2 エネルギー資源 エネルギー資源

3 建設・資材 建設・資材

4 素材・化学 素材・化学

5 医薬品 医薬品

6 自動車・輸送機 自動車・輸送機

7 鉄鋼・非鉄 鉄鋼・非鉄

8 機械 機械

9 電気・精密 電気・精密

10 情報通信・サービスその他 情報通信・サービスその他

11 電力・ガス 電力・ガス

12 運輸・物流 運輸・物流

13 商社・卸売 商社・卸売

14 小売 小売

15 銀行 銀行

16 金融(除く銀行) 金融(除く銀行)

17 不動産 不動産
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現在値ステータス
NO. 表示内容 項目説明 備考

1 C 引け

2 * ザラバ引け

3 # 売買停止

4 A 特別売気配引け

5 B 特別買気配引け
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先物OP注文状態
NO. 表示内容 項目説明 備考

1 受付中 受付中

2 発注中 発注中

3 約定済 約定済

4 受付不可 受付不可

5 出来ず 出来ず

6 出来ず（内出来あり） 出来ず（内出来あり）

7 逆指値待機中 逆指値待機中

8 IFD待機中 IFD待機中

9 予約中 予約中

10 取消中 取消中

11 訂正中 訂正中

12 一部出来 一部出来

13 取消済 取消済

14 再発注待ち 再発注待ち

15 予約中（繰越） 予約中（繰越）

16 引成待機中 引成待機中

17 リレー待機中 リレー待機中
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歩値情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 取引日付 CurrentDate YYYY/MM/DD 取引日付を表示

2 約定時刻 CurrentTime HH:MM:SS 約定時刻を表示

3 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

4 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示

5 現在値上昇下落区分 UpDownChange 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示

6 約定数量 Volume 約定した数量を表示

7 出来高 TotalVolume 約定出来高を表示

8 売買金額 TotalPrice 売買代金を表示（単位：千円）

9 買気配値 BuyQuotationPrice 最良買気配の価格を表示

10 買気配数数量 BuyQuotation 最良買気配の数量を表示

11 買気配フラグ BuyQuoteType 最良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

12 売気配値 SellQuotationPrice 最良売気配の価格を表示

13 売気配数 SellQuotation 最良売気配の数量を表示

14 売気配フラグ SellQuoteType 最良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

15 VWAP Vwap
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均
を算出した価格。

16 買付強度 BuyingStrength 全出来高中の買約定が占める割合を表示

17 買約定数量 AccumulationBuyVolume 買約定（売気配での約定）の累計を表示

18 売約定数量 AccumulationSellVolume 売約定（買気配での約定）の累計を表示

19 約定種別 ExecutionType 約種別を表示 1：売約定 2：買約定

20 出来高通番 SeqNo 取引日単位で採番している番号を表示
21 CSV CSV 「歩値情報(CSV)」参照 上記のNo1～18,20をカンマで結合した内容を表示
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歩値情報（CSV）
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 取引日付 CurrentDate 「歩値情報」と同様 取引日付を表示

2 約定時刻 CurrentTime 「歩値情報」と同様 約定時刻を表示

3 現在値 CurrentPrice 「歩値情報」と同様 現在値を表示

4 前回比 ChangeValue 「歩値情報」と同様 直近約定単価との差分価格を表示

5 現在値上昇下落区分 UpDownChange 「歩値情報」と同様 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示

6 約定数量 Volume 「歩値情報」と同様 約定した数量を表示

7 出来高 TotalVolume 「歩値情報」と同様 約定出来高を表示

8 売買金額 TotalPrice 「歩値情報」と同様 売買代金を表示（単位：千円）

9 買気配値 BuyQuotationPrice 「歩値情報」と同様 最良買気配の価格を表示

10 買気配数数量 BuyQuotation 「歩値情報」と同様 最良買気配の数量を表示

11 買気配フラグ BuyQuoteType 「歩値情報」と同様 最良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

12 売気配値 SellQuotationPrice 「歩値情報」と同様 最良売気配の価格を表示

13 売気配数 SellQuotation 「歩値情報」と同様 最良売気配の数量を表示

14 売気配フラグ SellQuoteType 「歩値情報」と同様 最良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

15 VWAP Vwap 「歩値情報」と同様
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均
を算出した価格。

16 買付強度 BuyingStrength 「歩値情報」と同様 全出来高中の買約定が占める割合を表示

17 買約定数量 AccumulationBuyVolume 「歩値情報」と同様 買約定（売気配での約定）の累計を表示

18 売約定数量 AccumulationSellVolume 「歩値情報」と同様 売約定（買気配での約定）の累計を表示

19 出来高通番 SeqNo 「歩値情報」と同様 取引日単位で採番している番号を表示
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板情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 市場コード M 市場コードを表示 「市場コード」参照

2 気配数量OVER OVER 気配数量OVERを表示

3 気配数量UNDER UNDER 気配数量UNDERを表示

4 売気配数量-4 SV1 1本目の売気配数量を表示

5 買気配数量-4 BV1 1本目の買気配数量を表示

6 売気配フラグ-4 ST1 1本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

7 買気配フラグ-4 BT1 1本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

8 気配値-4 P1 1本目の気配値を表示

9 出来高-4 VM1 1本目の出来高を表示

10 売気配数量-3 SV2 2本目の売気配数量を表示

11 買気配数量-3 BV2 2本目の買気配数量を表示

12 売気配フラグ-3 ST2 2本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

13 買気配フラグ-3 BT2 2本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

14 気配値-3 P2 2本目の気配値を表示

15 出来高-3 VM2 2本目の出来高を表示

16 売気配数量-2 SV3 3本目の売気配数量を表示

17 買気配数量-2 BV3 3本目の買気配数量を表示

18 売気配フラグ-2 ST3 3本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

19 買気配フラグ-2 BT3 3本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

20 気配値-2 P3 3本目の気配値を表示

21 出来高-2 VM3 3本目の出来高を表示

22 売気配数量-1 SV4 4本目の売気配数量を表示

23 買気配数量-1 BV4 4本目の買気配数量を表示

24 売気配フラグ-1 ST4 4本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

25 買気配フラグ-1 BT4 4本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

26 気配値-1 P4 4本目の気配値を表示

27 出来高-1 VM4 4本目の出来高を表示

28 売気配数量0 SV5 5本目の売気配数量を表示

29 買気配数量0 BV5 5本目の買気配数量を表示

30 売気配フラグ0 ST5 5本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

31 買気配フラグ0 BT5 5本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

32 気配値0 P5 5本目の気配値を表示

33 出来高0 VM5 5本目の出来高を表示
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34 売気配数量1 SV6 6本目の売気配数量を表示

35 買気配数量1 BV6 6本目の買気配数量を表示

36 売気配フラグ1 ST6 6本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

37 買気配フラグ1 BT6 6本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

38 気配値1 P6 6本目の気配値を表示

39 出来高1 VM6 6本目の出来高を表示

40 売気配数量2 SV7 7本目の売気配数量を表示

41 買気配数量2 BV7 7本目の買気配数量を表示

42 売気配フラグ2 ST7 7本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

43 買気配フラグ2 BT7 7本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

44 気配値2 P7 7本目の気配値を表示

45 出来高2 VM7 7本目の出来高を表示

46 売気配数量3 SV8 8本目の売気配数量を表示

47 買気配数量3 BV8 8本目の買気配数量を表示

48 売気配フラグ3 ST8 8本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

49 買気配フラグ3 BT8 8本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

50 気配値3 P8 8本目の気配値を表示

51 出来高3 VM8 8本目の出来高を表示

52 売気配数量4 SV9 9本目の売気配数量を表示

53 買気配数量4 BV9 9本目の買気配数量を表示

54 売気配フラグ4 ST9 9本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

55 買気配フラグ4 BT9 9本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

56 気配値4 P9 9本目の気配値を表示

57 出来高4 VM9 9本目の出来高を表示

58 売気配数量5 SV10 10本目の売気配数量を表示

59 買気配数量5 BV10 10本目の買気配数量を表示

60 売気配フラグ5 ST10 10本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

61 買気配フラグ5 BT10 10本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

62 気配値5 P10 10本目の気配値を表示

63 出来高5 VM10 10本目の出来高を表示

64 売気配数量6 SV11 11本目の売気配数量を表示

65 買気配数量6 BV11 11本目の買気配数量を表示

66 売気配フラグ6 ST11 11本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

67 買気配フラグ6 BT11 11本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

68 気配値6 P11 11本目の気配値を表示
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69 出来高6 VM11 11本目の出来高を表示

70 売気配数量7 SV12 12本目の売気配数量を表示

71 買気配数量7 BV12 12本目の買気配数量を表示

72 売気配フラグ7 ST12 12本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

73 買気配フラグ7 BT12 12本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

74 気配値7 P12 12本目の気配値を表示

75 出来高7 VM12 12本目の出来高を表示

76 売気配数量8 SV13 13本目の売気配数量を表示

77 買気配数量8 BV13 13本目の買気配数量を表示

78 売気配フラグ8 ST13 13本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

79 買気配フラグ8 BT13 13本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

80 気配値8 P13 13本目の気配値を表示

81 出来高8 VM13 13本目の出来高を表示

82 売気配数量9 SV14 14本目の売気配数量を表示

83 買気配数量9 BV14 14本目の買気配数量を表示

84 売気配フラグ9 ST14 14本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

85 買気配フラグ9 BT14 14本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

86 気配値9 P14 14本目の気配値を表示

87 出来高9 VM14 14本目の出来高を表示

88 売気配数量10 SV15 15本目の売気配数量を表示

89 買気配数量10 BV15 15本目の買気配数量を表示

90 売気配フラグ10 ST15 15本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

91 買気配フラグ10 BT15 15本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

92 気配値10 P15 15本目の気配値を表示

93 出来高10 VM15 15本目の出来高を表示

94 売気配数量11 SV16 16本目の売気配数量を表示

95 買気配数量11 BV16 16本目の買気配数量を表示

96 売気配フラグ11 ST16 16本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

97 買気配フラグ11 BT16 16本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

98 気配値11 P16 16本目の気配値を表示

99 出来高11 VM16 16本目の出来高を表示

100 売気配数量12 SV17 17本目の売気配数量を表示

101 買気配数量12 BV17 17本目の買気配数量を表示

102 売気配フラグ12 ST17 17本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

103 買気配フラグ12 BT17 17本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照
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104 気配値12 P17 17本目の気配値を表示

105 出来高12 VM17 17本目の出来高を表示

106 売気配数量13 SV18 18本目の売気配数量を表示

107 買気配数量13 BV18 18本目の買気配数量を表示

108 売気配フラグ13 ST18 18本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

109 買気配フラグ13 BT18 18本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

110 気配値13 P18 18本目の気配値を表示

111 出来高13 VM18 18本目の出来高を表示

112 売気配数量14 SV19 19本目の売気配数量を表示

113 買気配数量14 BV19 19本目の買気配数量を表示

114 売気配フラグ14 ST19 19本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

115 買気配フラグ14 BT19 19本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

116 気配値14 P19 19本目の気配値を表示

117 出来高14 VM19 19本目の出来高を表示

118 売気配数量15 SV20 20本目の売気配数量を表示

119 買気配数量15 BV20 20本目の買気配数量を表示

120 売気配フラグ15 ST20 20本目の売気配の状態を表示 「気配種別」参照

121 買気配フラグ15 BT20 20本目の買気配の状態を表示 「気配種別」参照

122 気配値15 P20 20本目の気配値を表示

123 出来高15 VM20 20本目の出来高を表示

124 成行売気配数量 MSQ 成行売気配数量を表示

125 成行売件数 MST 成行売気配件数を表示

126 成行買気配数量 MBQ 成行買気配数量を表示

127 成行買件数 MBT 成行買気配件数を表示
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日足情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 市場コード M 市場コードを表示 「市場コード」参照

2 取引日付 DT YYYY/MM/DD 取引日付を表示

3 約定時刻 HH:MM:SS　日足の場合は0 約定時刻を表示

4 始値 O 始値を表示

5 高値 H 高値を表示

6 安値 L 安値を表示

7 終値 C 終値を表示

8 出来高 V 出来高を表示

9 CSV CSV 「日足情報(CSV)」参照 上記のNo1～8をカンマで結合した内容を表示
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日足情報(CSV)
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 市場コード M 「日足情報」と同様 市場コードを表示 「市場コード」参照

2 取引日付 DT 「日足情報」と同様 取引日付を表示

3 約定時刻 「日足情報」と同様 約定時刻を表示

4 始値 O 「日足情報」と同様 始値を表示

5 高値 H 「日足情報」と同様 高値を表示

6 安値 L 「日足情報」と同様 安値を表示

7 終値 C 「日足情報」と同様 終値を表示

8 出来高 V 「日足情報」と同様 出来高を表示
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銘柄詳細情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 銘柄名称 BrandName 銘柄名称を表示

3 銘柄名 BrandShortName 銘柄略称を表示

4 業種名称 IndustryCd 業種名称を表示 「業種コード」参照

5 市場 MarketCd 市場を表示 「市場コード」参照

6 上場市場 ListedMarketCds 全上場市場コードをコロン区切りで表示 「市場コード」参照

7 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

8 VWAP Vwap
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均
を算出した価格。

9 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示

10 前日比 Difference 前日比（前日終値差）を表示

11 前日比率 DifferenceRatioOnly 前日比（%）を表示

12 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示

13 現在値上昇下落区分 UpDownChange_v 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示

14 現在値フラグ CurrentPriceStatus 現在値の状態を表示 「現在値ステータス」参照

15 現在値日付 CurrentPriceDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

16 現在値時刻 CurrentPriceTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

17 買気配値 BuyQuotationPrice 最良買気配の価格を表示

18 買気配種別 BuyQuoteType 最良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

19 買気配数量 BuyQuotation

20 売気配値 SellQuotationPrice 最良売気配の価格を表示

21 売気配種別 SellQuoteType 最良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

22 売気配数量 SellQuotation

23 売約定数 SellCommitCnt 買約定（売気配での約定）の累計を表示

24 買約定数 BuyCommitCnt 売約定（買気配での約定）の累計を表示

25 買付強度 BuyingStrength 全出来高中の買約定が占める割合を表示

26 始値 DayOpenPrice 始値を表示

27 始値時刻 DayOpenPriceTime HH:MM:SS 始値時刻を表示

28 高値 DayHighPrice 高値を表示

29 高値時刻 DayHighPriceTime HH:MM:SS 高値時刻を表示

30 安値 DayLowPrice 安値を表示

31 安値時刻 DayLowPriceTime HH:MM:SS 安値時刻を表示

32 値幅上限 CurHighPriceLimit 値幅上限値を表示

33 値幅下限 CurLowPriceLimit 値幅下限値を表示

34 基準値 StandardPrice 基準値を表示

35 売買代金 SalesPrice 売買代金の累計を表示（単位：千円）

36 出来高 TradingVolume 出来高累計を表示

37 売買単位 UnitVolume 売買単位を表示

38 信用貸借区分 ConfidenceRent 信用貸借区分を表示
無し
制度信用
貸借・制度信用

39 前場始値 FirstOpenPrice 前場始値を表示
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40 前場始値時間 FirstOpenPriceTime HH:MM:SS 前場始値時間を表示

41 前場高値 FirstHighPrice 前場高値を表示

42 前場高値時間 FirstHighPriceTime HH:MM:SS 前場高値時間を表示

43 前場安値 FirstLowPrice 前場安値を表示

44 前場安値時間 FirstLowPriceTime HH:MM:SS 前場安値時間を表示

45 前場終値 FirstClosePrice 前場終値を表示

46 前場終値時間 FirstClosePriceTime HH:MM:SS 前場終値時間を表示

47 後場始値 AfterOpenPrice 後場始値を表示

48 後場始値時間 AfterOpenPriceTime HH:MM:SS 後場始値時間を表示

49 後場高値 AfterHighPrice 後場高値を表示

50 後場高値時間 AfterHighPriceTime HH:MM:SS 後場高値時間を表示

51 後場安値 AfterLowPrice 後場安値を表示

52 後場安値時間 AfterLowPriceTime HH:MM:SS 後場安値時間を表示

53 後場終値 AfterClosePrice 後場終値を表示

54 後場終値時間 AfterClosePriceTime HH:MM:SS 後場終値時間を表示

55 翌日基準値 NextStandardPrice 翌日基準値を表示

56 PBR Pbr PBR（株価純資産倍率）を表示

57 PER Per PER（株価収益率）を表示

58 EPS Eps EPS（期中平均一株当たり当期純利益）を表示

59 決算日 SettlementDate MM/DD 決算日を表示

60 配当落日 DividendOffDate YYYY/MM/DD 配当落日（権利落日）をコロン区切りで表示

61 配当 Dividend 配当を表示

62 発行済株式数 BrandNum 発行済株式数を表示

63 時価総額 MarketPrice 時価総額を表示（単位：百万円）

64 年初来高値 BeginYearHighPrice 年初来高値を表示

65 年初来高値日付 BeginYearHighPriceDate YYYY/MM/DD 年初来高値を更新した日付を表示

66 年初来安値 BeginYearLowPrice 年初来安値を表示

67 年初来安値日付 BeginYearLowPriceDate YYYY/MM/DD 年初来安値を更新した日付を表示

68 5年来高値 FiveYearHighPrice 5年来高値を表示

69 5年来高値日付 FiveYearHighPriceDate YYYY/MM/DD 5年来高値を更新した日付を表示

70 5年来安値 FiveYearLowPrice 5年来安値を表示

71 5年来安値日付 FiveYearLowPriceDate YYYY/MM/DD 5年来安値を更新した日付を表示

72 逆日歩 ReverseDailyInterest
逆日歩を表示（単位：円）。
逆日歩とは空売りしたときに発生する株式の借り賃を表します。

73 日歩日数 DailyInterest
日歩日数を表示。
逆日歩がついた日数を表します。

74 信用売残 SelConfidence 信用売の未決済残高を表示

75 信用買残 BuyConfidence 信用買の未決済残高を表示

76 信用売残前週比 BeforeWeekSelConfidence 信用売残の前週比を表示

77 信用買残前週比 BeforeWeekBuyConfidence 信用買残の前週比を表示

78 一般信用残更新日付 ComMarginWeek YY/MM X週 一般信用残が更新された日付を表示

79 一般信用買残 BuyComConfidence 一般信用買残を表示

80 一般信用売残 SelComConfidence 一般信用売残を表示

81 制度信用残更新日付 SysMarginWeek YY/MM X週 制度信用残が更新された日付を表示

82 制度信用買残 BuySysConfidence 制度信用買残を表示
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83 制度信用売残 SelSysConfidence 制度信用売残を表示

84 証金名称 FinanceName 証金（証券金融会社）名称を表示
日証金
大証金

85 速報日付 PromptReportDate YY-MM-DD 速報 証金が速報を発表した日付を表示

86 貸株新規 MarginTradeLendStockNew 貸株新規申込株数を表示

87 貸株返済 MarginTradeLendStockRepay 貸株返済申込株数を表示

88 貸株残高 MarginTradeLendStockRest 貸株残高株数を表示

89 貸株前日比 MarginTradeLendStockRestLast 貸株の前日比を表示

90 融資新規 MarginTradeFinanceStockNew 融資新規申込株数を表示

91 融資返済 MarginTradeFinanceStockRepay 融資返済申込株数を表示

92 融資残高 MarginTradeFinanceStockRest 融資残高株数を表示

93 融資前日比 MarginTradeFinanceStockRestLast 融資の前日比を表示

94 差引新規 MarginTradeDifferenceStockNew 融資新規申込数から貸株新規申込数を引いた値を表示

95 差引返済 MarginTradeDifferenceStockRepay 融資返済申込数から貸株返済申込数を引いた値を表示

96 差引残高 MarginTradeDifferenceStockRest 融資残高から貸株残高を引いた値を表示

97 差引前日比 MarginTradeDifferenceStockRestLast 差引の前日比を表示

98 回転日数 MarginTradeRotateDays 回転日数を表示

99 貸借倍率 LendingAndBorrowingRate
貸借倍率を表示
信用取引の「買い方」と「売り方」の状況を数値で表したもの。

100 貸借値段 LoanPrice
貸借値段を表示。
貸付金額および貸借株券の価額を決定するための1株当たりの価格
を表します。

101 信用倍率(倍) MarginTradingRate
信用倍率を表示。
信用取引の買残と売残の比率を表します。

102 対日経平均60日ベータ NikkeiBeta60Days
対日経平均ベータ値（60日）を表示。
過去60日において、日経平均に対して対象となる個別銘柄の株価が
どう感応し値動きしたかを表す指数。

103 対日経平均52週ベータ NikkeiBeta52Weeks
対日経平均ベータ値（52週）を表示。
過去５２週において、日経平均に対して対象となる個別銘柄の株価
がどう感応し値動きしたかを表す指数。

104 対TOPIX60日ベータ TopixBeta60Days
対TOPIXベータ値（60日）を表示。
過去60日において、TOPIXに対して対象となる個別銘柄の株価がど
う感応し値動きしたかを表す指数。

105 対TOPIX52週ベータ TopixBeta52Weeks
対TOPIXベータ値（52週）を表示。
過去５２週において、TOPIXに対して対象となる個別銘柄の株価がど
う感応し値動きしたかを表す指数。

106 HV HV
HV（ヒストリカルボラティリティ）を表示。
過去60日のデータに基づいて算出した将来の変動率。

107 約定数量 Volume 直近約定売買数を表示

108 空売り規制状態 IsShortSellingRestricted
空売り規制の有無を表示。
1の場合、空売り規制状態。

1:空売り規制状態
0:空売り規制状態でない
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株式注文照会情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
2 銘柄名 BrandShortName 銘柄略称を表示
3 執行市場 MarketCd 注文を執行した市場を表示 「市場コード」参照
4 現在値 CurrentPrice 現在値を表示
5 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示
6 前日比 Difference 前日比（前日終値差）を表示
7 前日比率 DifferenceRatioOnly 前日比（%）を表示
8 注文番号 OrderId 受付番号を表示

9 注文状態 DispOrderStatus_v 注文状況を表示

受付中
待機中
未約定
一部約定
完了
失効
訂正中
取消中
取消完了

10 約定状態 CommitStateFlg_v 約定状況を表示
未約定
一部約定
全部約定

11 売買 TradeType_v 売買取引区分を表示

信用現引
株式現物買
株式現物売
信用現渡
信用返済買
信用返済売
単元未満株買
単元未満株売
信用新規買
信用新規売

12 預り区分 AccountType_v 預り区分を表示
一般預り
特定預り
NISA

13 平均約定単価 CommitUnitPriceAverage

14 手数料プラン CommitionPlanType_v 手数料プランを表示
ワンショット
定額プラン

15 受付日時 ReceptionDate_v YY/MM/DD HH:MM 発注日時を表示

16 有効期間 DurationType_v 注文期間を表示
当日中
今週中
期間指定
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17 有効日付 Duration_v MM/DD 注文期間指定を行った場合の日付を表示
18 注文株数 OrderAmount 注文数量を表示
19 未約定株数 UnCommitAmount 未約定数量を表示
20 約定株数 CommitAmount 約定済数量を表示

21 執行条件 ExecutiveCondition_v 執行条件を表示

不成
該当条件無し
引成
引指
成行
指値
通常
寄成
寄指
逆指値

22 注文単価 OrderPrice 注文単価を表示
23 取消可能状態 CancelType 取消可能状態を表示 一時不可／可能/不可能
24 訂正可能状態 CorrectType 訂正可能状態を表示 一時不可／可能/不可能
25 逆指値価格 TriggerPrice 逆指値発火価格を表示

26 逆指値条件 ConditionalOrderExecutiveCondition_v 逆指値達成後の執行条件を表示

不成
引成
引指
成行
指値

27 信用取引区分 MarginTradingType_v 信用取引区分を表示
制度（6ヶ月）
一般（無期限）

28 CSV CSV 「株式注文照会情報(CSV)」参照 上記のNo1～27をカンマで結合した内容を表示
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株式注文照会情報（CSV）
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 「株式注文照会情報」と同様 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
2 銘柄名 BrandShortName 「株式注文照会情報」と同様 銘柄略称を表示
3 執行市場 MarketCd 「株式注文照会情報」と同様 注文を執行した市場を表示 「市場コード」参照
4 現在値 CurrentPrice 「株式注文照会情報」と同様 現在値を表示
5 前日終値 BeforeDayClose 「株式注文照会情報」と同様 前日終値を表示
6 前日比 Difference 「株式注文照会情報」と同様 前日比（前日終値差）を表示
7 前日比率 DifferenceRatioOnly 「株式注文照会情報」と同様 前日比（%）を表示
8 注文番号 OrderId 「株式注文照会情報」と同様 受付番号を表示

9 注文状態 DispOrderStatus_v 「株式注文照会情報」と同様 注文状況を表示

受付中
待機中
未約定
一部約定
完了
失効
訂正中
取消中
取消完了

10 約定状態 CommitStateFlg_v 「株式注文照会情報」と同様 約定状況を表示
未約定
一部約定
全部約定

11 売買 TradeType_v 「株式注文照会情報」と同様 売買取引区分を表示

信用現引
株式現物買
株式現物売
信用現渡
信用返済買
信用返済売
単元未満株買
単元未満株売
信用新規買
信用新規売

12 預り区分 AccountType_v 「株式注文照会情報」と同様 預り区分を表示
一般預り
特定預り
NISA

13 平均約定単価 CommitUnitPriceAverage 「株式注文照会情報」と同様

14 手数料プラン CommitionPlanType_v 「株式注文照会情報」と同様 手数料プランを表示
ワンショット
定額プラン

15 受付日時 ReceptionDate_v 「株式注文照会情報」と同様 発注日時を表示

16 有効期間 DurationType_v 「株式注文照会情報」と同様 注文期間を表示
当日中
今週中
期間指定

17 有効日付 Duration_v 「株式注文照会情報」と同様 注文期間指定を行った場合の日付を表示

- 48 -



18 注文株数 OrderAmount 「株式注文照会情報」と同様 注文数量を表示
19 未約定株数 UnCommitAmount 「株式注文照会情報」と同様 未約定数量を表示
20 約定株数 CommitAmount 「株式注文照会情報」と同様 約定済数量を表示

21 執行条件 ExecutiveCondition_v 「株式注文照会情報」と同様 執行条件を表示

不成
該当条件無し
引成
引指
成行
指値
通常
寄成
寄指
逆指値

22 注文単価 OrderPrice 「株式注文照会情報」と同様 注文単価を表示
23 取消可能状態 CancelType 「株式注文照会情報」と同様 取消可能状態を表示 一時不可／可能/不可能
24 訂正可能状態 CorrectType 「株式注文照会情報」と同様 訂正可能状態を表示 一時不可／可能/不可能
25 逆指値価格 TriggerPrice 「株式注文照会情報」と同様 逆指値発火価格を表示

26 逆指値条件 ConditionalOrderExecutiveCondition_v 「株式注文照会情報」と同様 逆指値達成後の執行条件を表示

不成
引成
引指
成行
指値

27 信用取引区分 MarginTradingType_v 「株式注文照会情報」と同様 信用取引区分を表示
制度（6ヶ月）
一般（無期限）
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日本株保有情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
2 銘柄名 BrandShortName 銘柄略称を表示

3 市場 MarketCd
現物の場合は優先市場を表示、信用は注文を執行した
市場を表示

「市場コード」参照

4 現在値 CurrentPrice 現在値を表示
5 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示
6 前日比 Difference 前日比（前日終値差）を表示
7 前日比率 DifferenceRatioOnly 前日比（%）を表示

8 商品区分 TradeType_v 商品区分を表示
現物
信用

9 保有数量 HoldingAmount 現物の場合は保有数量を表示、信用は建株数を表示

10 注文中数量 SellOrderingAmount
現物の場合は売却注文中数量を表示、信用は返済注
文数量を表示

11 可能数量 EnableSellAmount
現物の場合は売却可能数量を表示、信用は返済可能
数量を表示

12 約定日付 CommitDate YYYYMMDD 信用の場合のみ約定年月日を表示 信用まとめて表示の場合は、直近建年月日
13 約定数量 CommitAmount 約定数量を表示
14 参考単価 ReferenceUnitPrice 参考単価を表示

15 取得単価 PurchaseUnitPrice
現物の場合は取得単価を表示、信用の場合は建単価を
表示

信用まとめて表示の場合は、平均建単価を表
示

16 取得金額 PurchasePrice 取得金額を表示
17 評価金額 CurrentActualPrice 現在値評価金額を表示
18 評価損益額 CurrentActualBalance 現在値評価損益金額を表示
19 評価損益率 CurrentActualBalanceRate 現在値評価損益比率を表示

20 預り区分 AccountType_v 口座区分を表示
一般預り
特定預り
NISA

21 建売買区分 TateBuySellType_v 建売買区分を表示
売
買

22 信用諸経費 CostPrice 諸経費金額を表示

23 信用取引区分 MarginTradingType_v 信用取引区分を表示
制度（6ヶ月）
一般（無期限）

24 返済期日 ReturnLimitDate YYYYMMDD 信用の場合のみ返済期日を表示
信用まとめて表示の場合は、返済建玉の返
済期日がすべて同じであれば返済期日を表
示し、同じでなければ「複数建玉あり」を表

25 CSV CSV 「日本株保有情報(CSV)」参照 上記のNo1～24をカンマで結合した内容を表示
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日本株保有情報（CSV）
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 「日本株保有情報」と同様 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
2 銘柄名 BrandShortName 「日本株保有情報」と同様 銘柄略称を表示

3 市場 MarketCd 「日本株保有情報」と同様
現物の場合は優先市場を表示、信用は注文を執行した
市場を表示

「市場コード」参照

4 現在値 CurrentPrice カンマにより3桁区切りを実施しない 現在値を表示
5 前日終値 BeforeDayClose カンマにより3桁区切りを実施しない 前日終値を表示
6 前日比 Difference 「日本株保有情報」と同様 前日比（前日終値差）を表示
7 前日比率 DifferenceRatioOnly 「日本株保有情報」と同様 前日比（%）を表示

8 商品区分 TradeType_v 「日本株保有情報」と同様 商品区分を表示
現物
信用

9 保有数量 HoldingAmount カンマにより3桁区切りを実施しない 現物の場合は保有数量を表示、信用は建株数を表示

10 注文中数量 SellOrderingAmount カンマにより3桁区切りを実施しない
現物の場合は売却注文中数量を表示、信用は返済注
文数量を表示

11 可能数量 EnableSellAmount カンマにより3桁区切りを実施しない
現物の場合は売却可能数量を表示、信用は返済可能
数量を表示

12 約定日付 CommitDate 「日本株保有情報」と同様 信用の場合のみ約定年月日を表示 信用まとめて表示の場合は、直近建年月日
13 約定数量 CommitAmount カンマにより3桁区切りを実施しない 約定数量を表示
14 参考単価 ReferenceUnitPrice カンマにより3桁区切りを実施しない 参考単価を表示

15 取得単価 PurchaseUnitPrice カンマにより3桁区切りを実施しない
現物の場合は取得単価を表示、信用の場合は建単価を
表示

信用まとめて表示の場合は、平均建単価を表
示

16 取得金額 PurchasePrice カンマにより3桁区切りを実施しない 取得金額を表示
17 評価金額 CurrentActualPrice カンマにより3桁区切りを実施しない 現在値評価金額を表示
18 評価損益額 CurrentActualBalance カンマにより3桁区切りを実施しない 現在値評価損益金額を表示
19 評価損益率 CurrentActualBalanceRate 「日本株保有情報」と同様 現在値評価損益比率を表示

20 預り区分 AccountType_v 「日本株保有情報」と同様 口座区分を表示
一般預り
特定預り
NISA

21 建売買区分 TateBuySellType_v 「日本株保有情報」と同様 建売買区分を表示
売
買

22 信用諸経費 CostPrice カンマにより3桁区切りを実施しない 諸経費金額を表示

23 信用取引区分 MarginTradingType_v 「日本株保有情報」と同様 信用取引区分を表示
制度（6ヶ月）
一般（無期限）

24 返済期日 ReturnLimitDate 「日本株保有情報」と同様 信用の場合のみ返済期日を表示
信用まとめて表示の場合は、返済建玉の返
済期日がすべて同じであれば返済期日を表
示し、同じでなければ「複数建玉あり」を表示。
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指数情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 指標コード IndexCd 指標コードを表示 「指標コード（指数情報取得用）」参照

2 指数名称 IndexName 指数名称を表示 「指標コード（指数情報取得用）」参照

3 取引日付 CurrentPriceDate YYYY/MM/DD 取引日付を表示

4 時刻 CurrentPriceTime HH:MM 約定時刻を表示

5 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

6 前日終値比率 UpDownRate 前日終値比率を表示

7 前日終値比幅 UpDownWidth 前日終値比幅を表示

8 年初来高値 YearHighPrice 年初来高値を表示

9 年初来高値日付 YearHighPriceDate YYYY/MM/DD 年初来高値更新日付を表示

10 年初来安値 YearLowPrice 年初来安値を表示

11 年初来安値日付 YearLowPriceDate YYYY/MM/DD 年初来安値更新日付を表示

12 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示

13 始値 OpenPrice 始値を表示

14 始値時刻 OpenPriceTime HH:MM 始値時刻を表示

15 高値 HighPrice 高値を表示

16 高値時刻 HighPriceTime HH:MM 高値時刻を表示

17 安値 LowPrice 安値を表示

18 安値時刻 LowPriceTime HH:MM 安値時刻を表示
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為替情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 日付 UpdateDate YYYY/MM/DD 更新日付を表示

2 時刻 UpdateTime HH:MM 更新時刻を表示

3 買気配 BuyQuotation 最良買気配数を表示

4 売気配 SellQuotation 最良売気配数を表示

5 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示

6 現値 CurrentPrice 現在値を表示

7 始値 OpenPrice 始値を表示

8 高値 HighPrice 高値を表示

9 安値 LowPrice 安値を表示

10 年初来高値 YearHighPrice 年初来高値を表示

11 年初来高値日付 YearHighPriceDate YYYY/MM/DD 年初来高値更新日付を表示

12 年初来安値 YearLowPrice 年初来安値を表示

13 年初来安値日付 YearLowPriceDate YYYY/MM/DD 年初来安値更新日付を表示
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ランキング情報
NO. 日本語表記 英語表記 形式 項目説明 備考 その他

1 ランキング結果 RankingValue1 ランキング結果の値を表示

2 銘柄CD BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

3 銘柄名 BrandName 銘柄名称を表示

4 銘柄名（日本語略名） BrandShortName 銘柄略称を表示

5 業種CD IndustryCd 業種名称を表示 「業種コード」表示

6 市場CD MarketCd 市場名称を表示 「市場コード」参照

7 部CD DeptCd 部名称を表示 「部コード(ランキング表示用)」表示

8 優先市場CD PreferenceMarketCd 優先市場を表示 「市場コード」参照

9 上場市場CD（Colon区切り) ListedMarketCds 全上場市場コードをコロン区切りで表示 「市場コード」参照

10 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

11 VWAP Vwap
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を
加味して加重平均を算出した価格。

12 前日終値 BeforeDayClose 前日終値を表示

13 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示

14 現在値日付 CurrentPriceDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

15 現在値時間 CurrentPriceTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

16 買気配値 BuyQuotationPrice 最良買気配の価格を表示

17 買い気配種別 BuyQuoteType 最良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

18 売気配値 SellQuotationPrice 最良売気配の価格を表示

19 売り気配種別 SellQuoteType 最良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

20 売約定数 SellCommitCnt 買約定（売気配での約定）の累計を表示

21 買約定数 BuyCommitCnt 売約定（買気配での約定）の累計を表示

22 買付強度 BuyingStrength 全出来高中の買約定が占める割合を表示

23 日通し始値 DayOpenPrice 日通し始値を表示

24 日通し始値時刻 DayOpenPriceTime HH:MM:SS 日通し始値更新時刻を表示

25 日通し高値 DayHighPrice 日通し高値を表示

26 日通し高値時刻 DayHighPriceTime HH:MM:SS 日通し高値更新時刻を表示

27 日通し安値 DayLowPrice 日通し安値を表示

28 日通し安値時刻 DayLowPriceTime HH:MM:SS 日通し安値更新時刻を表示

29 当日基準値幅上限 CurHighPriceLimit 値幅上限値を表示

30 当日基準値幅下限 CurLowPriceLimit 値幅下限値を表示

31 当日基準値 StandardPrice 当日基準値を表示

32 当日売買代金 SalesPrice 当日売買代金を表示（単位：千円）

33 当日出来高 TradingVolume 当日出来高を表示

34 売買単位 UnitVolume 売買単位を表示

35 信用貸借区分 ConfidenceRent 信用貸借区分を表示
無し
制度信用
貸借・制度信用
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高値安値情報
NO. 日本語表記 英語表記 形式 項目説明 備考

1 日付 Date YYYY/MM/DD 高値安値更新日付を表示
2 時刻 Time HH:MM:SS 高値安値更新時刻を表示

3 高安区分 HighLow 高安区分を表示
高値
安値

4 値段 StopPrice ストップ値を表示
5 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
6 銘柄名 BrandShortName 銘柄略称を表示
7 市場 MarketCd 市場を表示 「市場コード」参照
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指数日足情報
NO. 日本語表記 英語表記 形式 項目説明 備考

1 指数名称 指数名称を表示 「指標コード（指数情報取得用）」参照

2 取引日付 DT YYYY/MM/DD 取引日付を表示

3 始値 O 始値を表示
4 高値 H 高値を表示
5 安値 L 安値を表示
6 終値 C 終値を表示
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為替情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 取引日付 DT YYYY/MM/DD 取引日付を表示

2 始値 O 始値を表示

3 高値 H 高値を表示

4 安値 L 安値を表示

5 終値 C 終値を表示
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先物情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 銘柄名 BrandName 銘柄名称を表示

3 限月 ContractMonthCd YYYYMM 限月を表示

4 現在値日付 CurrentDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

5 現在値時刻 CurrentTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

6 現在値 CurrentPrice 取引日ベースの現在値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

7 前日終値 BeforeDayClose 取引日ベースの前日終値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

8 前日比 取引日ベースの前日比（前日終値差）を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

9 前日比率 取引日ベースの前日比（%）を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

10 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

11 現在値フラグ CurrentPriceStatus 現在値の状態を表示 「現在値ステータス」参照

12 理論価格 TheoreticalPrice
理論価格を表示。
理論価格とは、原資産価格から考えた先物の理論上の価格。

13 ベーシス Basis
ベーシスを表示。
ベーシスとは、原資産価格と先物価格の差。

14 累計買約定数 TotalBuyingCommitCount 取引日ベースの買約定（売気配での約定）の累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

15 累計売約定数 TotalSellingCommitCount 取引日ベースの売約定（買気配での約定）の累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

16 建玉残高 OpenInterest 建玉残高を表示

17 出来高 TotalTradingVolume 取引日ベースの出来高累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

18 売買代金 TotalTurnover 取引日ベースの売買代金累計を表示（単位：千円） 「取引日の日替わり時刻」参照

19 売気配値 SellQuotationPrice 良売気配の価格を表示

20 売気配件数 SellQuotation 良売気配の数量を表示

21 売気配種別 SellQuotationType 良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

22 買気配値 BuyQuotationPrice 良買気配の価格を表示

23 買気配件数 BuyQuotation 良買気配の数量を表示

24 買気配種別 BuyQuotationType 良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

25 当日基準値 CurStandardPrice 当日基準値を表示

26 値幅上限 CurHighPriceLimit 値幅上限価格を表示

27 値幅下限 CurLowPriceLimit 値幅下限価格を表示

28 清算指数 SettlePrice 清算指数を表示

29 SQ日 SpacialQuotationDate YYYY/MM/DD
SQ日を表示。
SQ日とは、銘柄の満期日。日経225先物の場合、3月，6月，9月，12月の第
二金曜日が満期日に設定されている。

30 残存日数 RemainDays
残存日数を表示。
残存日数とは、現時点から満期日までの残り日数。

31 VWAP Vwap
取引日ベースのVWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均を算出し
た価格。

「取引日の日替わり時刻」参照

32 約定数量 TradingVolume 直近約定出来高を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

33 買付強度 BuyingStrength 取引日ベースの全出来高中の買約定が占める割合を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

34 上場来高値 ListingHighPrice 上場来高値を表示

35 上場来高値日付 ListingHighPriceDate YYYY/MM/DD 上場来高値をつけた日付を表示

36 上場来安値 ListingLowPrice 上場来安値を表示

37 上場来安値日付 ListingLowPriceDate YYYY/MM/DD 上場来安値をつけた日付を表示
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38 始値 DayOpenPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での始値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

39 始値時刻 DayOpenPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での始値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

40 高値 DayHighPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での高値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

41 高値時刻 DayHighPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での高値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

42 安値 DayLowPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での安値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

43 安値時刻 DayLowPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での安値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

44 前日ES始値 OpenPriceInPreviousEvening 前日夜間の始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

45 前日ES始値日付 OpenPriceDateInPreviousEvening YYYY/MM/DD 前日夜間の始値日付を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

46 前日ES始値時刻 OpenPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

47 前日ES高値 HighPriceInPreviousEvening 前日夜間の高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

48 前日ES高値時刻 HighPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

49 前日ES安値 LowPriceInPreviousEvening 前日夜間の安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

50 前日ES安値時刻 LowPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

51 前日ES終値 ClosePriceInPreviousEvening 前日夜間の終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

52 前日ES終値時刻 ClosePriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

53 前日夜間始値 OpenPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

54 前日夜間始値日付 OpenPriceDateInPreviousEvening_Night YYYY/MM/DD 前日夜間の始値日付を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

55 前日夜間始値時刻 OpenPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

56 前日夜間高値 HighPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

57 前日夜間高値時刻 HighPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

58 前日夜間安値 LowPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

59 前日夜間安値時刻 LowPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

60 前日夜間終値 ClosePriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

61 前日夜間終値時刻 ClosePriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

62 ES始値 OpenPriceInEvening 夜間始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

63 ES始値時刻 OpenPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

64 ES高値 HighPriceInEvening 夜間高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

65 ES高値時刻 HighPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）
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66 ES安値 LowPriceInEvening 夜間安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

67 ES安値時刻 LowPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

68 ES終値 ClosePriceInEvening 夜間終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

69 ES終値時刻 ClosePriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

70 夜間始値 OpenPriceInEvening_Night 夜間始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

71 夜間始値時刻 OpenPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

72 夜間高値 HighPriceInEvening_Night 夜間高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

73 夜間高値時刻 HighPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

74 夜間安値 LowPriceInEvening_Night 夜間安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

75 夜間安値時刻 LowPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

76 夜間終値 ClosePriceInEvening_Night 夜間終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

77 夜間終値時刻 ClosePriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

78 日中始値 OpenPriceInMoriningAfternoon 日中始値を表示

79 日中始値時間 OpenPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中始値時刻を表示

80 日中高値 HighPriceInMoriningAfternoon 日中高値を表示

81 日中高値時間 HighPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中高値時刻を表示

82 日中安値 LowPriceInMoriningAfternoon 日中安値を表示

83 日中安値時間 LowPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中安値時刻を表示

84 日中終値 ClosePriceInMoriningAfternoon 日中終値を表示

85 日中終値時間 ClosePriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中終値時刻を表示

86 HV HV
HV（ヒストリカルボラティリティ）を表示。
過去60日のデータに基づいて算出した将来の変動率。

87 原資産 UnderlyingAssetPrice 原資産の現在値を表示

88 無リスク金利 InterestNoRisk 無担保コール翌日物金利を表示

89 配当額 DividendPrice 原資産組入銘柄の1株当り現金配当、額面をもとに算出した配当額を表示 N225先物, N225ミニのみ

90 現在値上昇下落区分 UpDownChange 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示

91 原資産前日比率 UnderlyingAssetUpDownRate 原資産の前日比率を表示

92 原資産前日比 UnderlyingAssetUpDownWidth 原資産の前日比を表示

93 原資産年初来高値 UnderlyingAssetYearHighPrice 原資産の年初来高値を表示

94 原資産年初来高値日付 UnderlyingAssetYearHighPriceDate YYYY/MM/DD 原資産の年初来高値日付を表示

95 原資産年初来安値 UnderlyingAssetYearLowPrice 原資産の年初来安値を表示

96 原資産年初来安値日付 UnderlyingAssetYearLowPriceDate YYYY/MM/DD 原資産の年初来安値値日付を表示

97 前場始値 OpenPriceInMorning 前場始値を表示

98 前場始値時間 OpenPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場始値時間を表示

99 前場高値 HighPriceInMorning 前場高値を表示

100 前場高値時間 HighPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場高値時間を表示
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101 前場安値 LowPriceInMorning 前場安値を表示

102 前場安値時間 LowPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場安値時間を表示

103 前場終値 ClosePriceInMorning 前場終値を表示

104 前場終値時間 ClosePriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場終値時間を表示

105 後場始値 OpenPriceInAfternoon 後場始値を表示

106 後場始値時間 OpenPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場始値時間を表示

107 後場高値 HighPriceInAfternoon 後場高値を表示

108 後場高値時間 HighPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場高値時間を表示

109 後場安値 LowPriceInAfternoon 後場安値を表示

110 後場安値時間 LowPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場安値時間を表示

111 後場終値 ClosePriceInAfternoon 後場終値を表示

112 後場終値時間 ClosePriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場終値時間を表示
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先物歩値情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 約定通番 SeqNo 取引日単位で採番している番号を表示

3 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示

4 現在値日付 CurrentDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

5 現在値時刻 CurrentTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

6 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

7 現在値フラグ CurrentPriceStatus 現在値の状態を表示 「現在値ステータス」参照

8 約定数量 TradingVolume 約定した数量を表示

9 出来高 TotalTradingVolume 約定出来高を表示

10 売買代金 TotalTurnover 売買代金を表示（単位：千円）

11 買気配値 BuyQuotationPrice 最良買気配の価格を表示

12 買気配数量 BuyQuotation 最良買気配の数量を表示

13 買気配種別 BuyQuoteType 最良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

14 売気配値 SellQuotationPrice 最良売気配の価格を表示

15 売気配数量 SellQuotation 最良売気配の数量を表示

16 売気配種別 SellQuoteType 最良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

17 VWAP Vwap
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均
を算出した価格。

18 約定種別 ExecutionType 1：売約定 2：買約定
19 当日買約定数累計 TotalBuyingCommitCount 買約定（売気配での約定）の累計を表示

20 当日売約定数累計 TotalSellingCommitCount 売約定（買気配での約定）の累計を表示

21 買付強度 BuyingStrength 全出来高中の買約定が占める割合を表示

22 現在値上昇下落区分 UpDownChange 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示
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ｵﾌﾟｼｮﾝ情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 銘柄名 BrandName 銘柄名称を表示

3 限月 ContractMonthCd YYYYMM 限月を表示

4 コールプット区分 CallPutType コール/プット区分を表示 C：コール P：プット
5 権利行使価格 ExercisePrice 権利行使価格を表示
6 現在値日付 CurrentDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

7 現在値時刻 CurrentTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

8 現在値 CurrentPrice 取引日ベースの現在値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

9 前日終値 BeforeDayClose 取引日ベースの前日終値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

10 前日比 取引日ベースの前日比（前日終値差）を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

11 前日比率 取引日ベースの前日比（%）を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

12 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

13 現在値フラグ CurrentPriceStatus 現在値の状態を表示 「現在値ステータス」参照

14 理論価格 TheoreticalPrice
理論価格を表示。
理論価格とは、原資産価格から考えたオプションの理論上の価格。

15 累計買約定数 TotalBuyingCommitCount 取引日ベースの買約定（売気配での約定）の累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

16 累計売約定数 TotalSellingCommitCount 取引日ベースの売約定（買気配での約定）の累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

17 建玉残高 OpenInterest 建玉残高を表示

18 出来高 TotalTradingVolume 取引日ベースの出来高累計を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

19 売買代金 TotalTurnover 取引日ベースの売買代金累計を表示（単位：千円） 「取引日の日替わり時刻」参照

20 売気配値 SellQuotationPrice 良売気配の価格を表示

21 売気配件数 SellQuotation 良売気配の数量を表示

22 売気配種別 SellQuotationType 良売気配の状態を表示 「気配種別」参照

23 買気配値 BuyQuotationPrice 良買気配の価格を表示

24 買気配件数 BuyQuotation 良買気配の数量を表示

25 買気配種別 BuyQuotationType 良買気配の状態を表示 「気配種別」参照

26 当日基準値 CurStandardPrice 当日基準値を表示

27 値幅上限 CurHighPriceLimit 値幅上限価格を表示

28 値幅下限 CurLowPriceLimit 値幅下限価格を表示

29 清算指数 SettlePrice 清算指数を表示

30 SQ日 SpacialQuotationDate
SQ日を表示。
SQ日とは、銘柄の満期日。日経225オプションの場合毎月第二金曜日が満
期日に設定されている。

31 残存日数 RemainDays
残存日数を表示。
残存日数とは、現時点から満期日までの残り日数。

32 vwap Vwap
取引日ベースのVWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均を算出し
た価格。

「取引日の日替わり時刻」参照

33 約定数量 TradingVolume 取引日ベースの直近約定出来高を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

34 買付強度 BuyingStrength 取引日ベースの全出来高中の買約定が占める割合を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

35 上場来高値 ListingHighPrice 上場来高値を表示

36 上場来高値日付 ListingHighPriceDate YYYY/MM/DD 上場来高値をつけた日付を表示

37 上場来安値 ListingLowPrice 上場来安値を表示
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38 上場来安値日付 ListingLowPriceDate YYYY/MM/DD 上場来安値をつけた日付を表示

39 ATM Atm
ATMの場合、true、ATMでない場合はfalse。
ATMとは、権利行使価格が原資産と同値である状態。

40 IV Iv
｢予想変動率｣ともいい、取引が行なわれているオプション価格より算
出した原資産変動率(ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ)を表します。

41 デルタ Delta 先物の変化に対するオプション価格の変化率を表示
42 ガンマ Gamma 先物の変化に対するデルタの値の変化率を表示
43 シータ Theta 満期までの残存時間減少によるオプション価格の変化幅を表示
44 ベガ Vega IVの変動に対するプレミアムの変動率を表示
45 始値 DayOpenPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での始値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

46 始値時刻 DayOpenPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での始値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

47 高値 DayHighPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での高値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

48 高値時刻 DayHighPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での高値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

49 安値 DayLowPrice 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での安値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

50 安値時刻 DayLowPriceTime HH:MM:SS 取引日ベースの日通し（夜間＋日中）での安値時刻を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

51 前日ES始値 OpenPriceInPreviousEvening 前日夜間の始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

52 前日ES始値日付 OpenPriceDateInPreviousEvening YYYY/MM/DD 前日夜間の始値日付を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

53 前日ES始値時刻 OpenPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

54 前日ES高値 HighPriceInPreviousEvening 前日夜間の高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

55 前日ES高値時刻 HighPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

56 前日ES安値 LowPriceInPreviousEvening 前日夜間の安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

57 前日ES安値時刻 LowPriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

58 前日ES終値 ClosePriceInPreviousEvening 前日夜間の終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

59 前日ES終値時刻 ClosePriceTimeInPreviousEvening HH:MM:SS 前日夜間の終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

60 前日夜間始値 OpenPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

61 前日夜間始値日付 OpenPriceDateInPreviousEvening_Night YYYY/MM/DD 前日夜間の始値日付を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

62 前日夜間始値時刻 OpenPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

63 前日夜間高値 HighPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

64 前日夜間高値時刻 HighPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

65 前日夜間安値 LowPriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

66 前日夜間安値時刻 LowPriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間
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67 前日夜間終値 ClosePriceInPreviousEvening_Night 前日夜間の終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

68 前日夜間終値時刻 ClosePriceTimeInPreviousEvening_Night HH:MM:SS 前日夜間の終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

69 ES始値 OpenPriceInEvening 夜間始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

70 ES始値時刻 OpenPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

71 ES高値 HighPriceInEvening 夜間高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

72 ES高値時刻 HighPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

73 ES安値 LowPriceInEvening 夜間安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

74 ES安値時刻 LowPriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

75 ES終値 ClosePriceInEvening 夜間終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

76 ES終値時刻 ClosePriceTimeInEvening HH:MM:SS 夜間終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間（※一定期間移行措置）

77 夜間始値 OpenPriceInEvening_Night 夜間始値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

78 夜間始値時刻 OpenPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間始値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

79 夜間高値 HighPriceInEvening_Night 夜間高値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

80 夜間高値時刻 HighPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間高値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

81 夜間安値 LowPriceInEvening_Night 夜間安値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

82 夜間安値時刻 LowPriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間安値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

83 夜間終値 ClosePriceInEvening_Night 夜間終値を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

84 夜間終値時刻 ClosePriceTimeInEvening_Night HH:MM:SS 夜間終値時刻を表示
先物OP夕場延長対応
ES⇒夜間

85 日中始値 OpenPriceInMoriningAfternoon 日中始値を表示

86 日中始値時間 OpenPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中始値時刻を表示

87 日中高値 HighPriceInMoriningAfternoon 日中高値を表示

88 日中高値時間 HighPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中高値時刻を表示

89 日中安値 LowPriceInMoriningAfternoon 日中安値を表示

90 日中安値時間 LowPriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中安値時刻を表示

91 日中終値 ClosePriceInMoriningAfternoon 日中終値を表示

92 日中終値時間 ClosePriceTimeInMoriningAfternoon HH:MM:SS 日中終値時刻を表示

93 HV HV
HV（ヒストリカルボラティリティ）を表示。
過去60日のデータに基づいて算出した将来の変動率。

94 原資産 UnderlyingAssetPrice 原資産の現在値を表示

95 無リスク金利 InterestNoRisk 無担保コール翌日物金利を表示
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96 配当額 DividendPrice 原資産組入銘柄の1株当り現金配当、額面をもとに算出した配当額を表示 N225OPのみ
97 現在値上昇下落区分 UpDownChange 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示

98 原資産前日比率 UnderlyingAssetUpDownRate 原資産の前日比率を表示

99 原資産前日比 UnderlyingAssetUpDownWidth 原資産の前日比を表示

100 原資産年初来高値 UnderlyingAssetYearHighPrice 原資産の年初来高値を表示

101 原資産年初来高値日付 UnderlyingAssetYearHighPriceDate YYYY/MM/DD 原資産の年初来高値日付を表示

102 原資産年初来安値 UnderlyingAssetYearLowPrice 原資産の年初来安値を表示

103 原資産年初来安値日付 UnderlyingAssetYearLowPriceDate YYYY/MM/DD 原資産の年初来安値値日付を表示

104 前場始値 OpenPriceInMorning 前場始値を表示

105 前場始値時間 OpenPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場始値時間を表示

106 前場高値 HighPriceInMorning 前場高値を表示

107 前場高値時間 HighPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場高値時間を表示

108 前場安値 LowPriceInMorning 前場安値を表示

109 前場安値時間 LowPriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場安値時間を表示

110 前場終値 ClosePriceInMorning 前場終値を表示

111 前場終値時間 ClosePriceTimeInMorning HH:MM:SS 前場終値時間を表示

112 後場始値 OpenPriceInAfternoon 後場始値を表示

113 後場始値時間 OpenPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場始値時間を表示

114 後場高値 HighPriceInAfternoon 後場高値を表示

115 後場高値時間 HighPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場高値時間を表示

116 後場安値 LowPriceInAfternoon 後場安値を表示

117 後場安値時間 LowPriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場安値時間を表示

118 後場終値 ClosePriceInAfternoon 後場終値を表示

119 後場終値時間 ClosePriceTimeInAfternoon HH:MM:SS 後場終値時間を表示
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オプション歩値情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 約定通番 SeqNo 取引日単位で採番している番号を表示

3 前回比 ChangeValue 直近約定単価との差分価格を表示

4 現在値日付 CurrentDate YYYY/MM/DD 現在値が更新された日付を表示

5 現在値時刻 CurrentTime HH:MM:SS 現在値が更新された時刻を表示

6 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

7 現在値フラグ CurrentPriceStatus 現在値の状態を表示 「現在値ステータス」参照

8 約定数量 TradingVolume 約定した数量を表示

9 出来高 TotalTradingVolume 約定出来高を表示

10 売買代金 TotalTurnover 売買代金を表示（単位：千円）

11 買気配値 BuyQuotationPrice 最良買気配の価格を表示

12 買気配数量 BuyQuotation 最良買気配の数量を表示

13 買気配種別 BuyQuoteType 最良買気配の状態を表示

14 売気配値 SellQuotationPrice 最良売気配の価格を表示

15 売気配数量 SellQuotation 最良売気配の数量を表示

16 売気配種別 SellQuoteType 最良売気配の状態を表示

17 VWAP Vwap
VWAP（出来高加重平均価格）を表示。
当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均
を算出した価格。

18 約定種別 ExecutionType 1：売約定 2：買約定
19 当日買約定数累計 TotalBuyingCommitCount 買約定（売気配での約定）の累計を表示

20 当日売約定数累計 TotalSellingCommitCount 売約定（買気配での約定）の累計を表示

21 買付強度 BuyingStrength 全出来高中の買約定が占める割合を表示

22 現在値上昇下落区分 UpDownChange 直近約定単価より値上りした場合、↑、値下りした場合、↓を表示
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先物OP注文照会情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 注文番号 OrderId 注文番号を表示
※2013年8月18日より注文番号を英字交
じりの形式に変更

2 注文番号枝番 OrderIdSeq 注文番号枝番を表示

3 注文情報 OrderType 注文情報を表示

1,注文
2,訂正
3,取消
4,バスケット注文

4 注文受付区分 ReceiveType 注文受付区分を表示

1,Tel
2,Web
3,携帯Web
100～199,PC(簡易)
200～299,PC(リッチ)
300～399,携帯APL
400～499,Mobile
500～599,I Phone
10,その他

5 注文パターン OrderPattern 注文パターンを表示 0,通常
6 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

7 銘柄名 BrandName 銘柄名を表示

8 商品種別 ProductType 商品種別を表示

1,N225先物
2,N225ミニ
3,N225オプション
4,TPX先物
5,ミニTPX
6,TOPIXオプション
7,Core30
8,ミニJGB
9,REIT先物
10,ダウ先物
11,VI先物
13,JPX400先物
14,マザーズ先物

9 売買 SalesType 売買区分を表示
1,売
3,買

10 取引種別 TradingType 取引種別を表示

31,新規
32,決済
33,新規（ｵｰﾄﾈｯﾃｨﾝｸﾞ）
34,決済（ｵｰﾄﾈｯﾃｨﾝｸﾞ）

11 執行条件 ExecutiveCondition 執行条件を表示

最大指値
指値
引成
不出来引成
指値(FOK)
指値(FAK)
成行(FOK)
成行(FAK)
引指

12 注文単価 OrderPrice 注文単価を表示
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13 注文数量 OrderAmount 注文数量を表示

14 訂正前単価 LastOrderPrice 訂正前単価を表示

15 訂正前数量 LastOrderAmount 訂正前数量を表示

16 当初注文数量 FirstOrderAmount 最初に注文した数量を表示

17 約定数量 TotalCommitAmount 約定数量を表示

18 削減数量 DecrementOrderAmount 削減数量を表示

19 受付日時 ReceptionDate YYYY/MM/DD HH:MM 注文受付日時を表示

20 注文状態 StatusType 注文状態を表示 「先物OP注文状態」参照
21 市場 MarketCd 大証を表示

22 注文種別 IfdocoType 0,通常

23 訂正・取消可能フラグ PossibleCancelFlg_v 訂正取消可能不可能状態を表示

可/不可
※訂正か取消いずれかが可能であればこ
の項目は可を表示する。
時間指定取消、時間指定取消後再発注の
場合は取消可能だが訂正不可能な状態と
なるが、下位互換性のためこの項目を残

24 訂正可能フラグ PossibleCorrectFlg 訂正可能不可能状態を表示 可/不可

25 取消可能フラグ PossibleCancelFlg 取消可能不可能状態を表示 可/不可

26 受付拒否理由 RejectionReason 注文受付拒否理由を表示

27 現値 CurrentPrice 銘柄の取引日ベースの現在値を表示 「取引日の日替わり時刻」参照

28 約定平均単価 ExecutionPrice 約定単価(平均)を表示

29 トリガー種類 triggerCls トリガー種類を表示
逆指注文
ＳＯ注文

30 トリガー銘柄 TriggerConditionSeriesName  トリガー銘柄を表示 銘柄名と同じ場合は、"同一銘柄"と出力

31 トリガー条件 triggerConditionSeriesCd トリガー条件を表示

買 ≧ 00,000
買 ≦ 00,000
売 ≧ 00,000
売 ≦ 00,000
現 ≧ 00,000
現 ≦ 00,000
(※数値はトリガー条件_単価)

32 有効期間 ValidTermType 有効期間を表示

【注文時の状態を出力】
・当ｾｯｼｮﾝのみ
　→"当ｾｯｼｮﾝのみ"を表示
・期間指定
　→指定した日付を表示
・最終日まで
　→"取引最終日"を表示

33 メモ ClientMemo クライアントメモを表示
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先物OP約定照会情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 注文番号 OrderId 注文番号を表示
2 注文番号枝番 OrderIdSeq 注文番号枝番を表示

3 取引種別 TradingType 取引種別を表示
31,新規
32,決済

4 売買 SalesType 売買区分を表示
1,売
3,買

5 約定番号 CommitNo 約定番号を表示
6 約定枝番号 CommitNoSeq 約定枝番号を表示
7 市場 MarketCd 大証を表示
8 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
9 銘柄名 BrandName 銘柄名称を表示

10 商品種別 ProductType 商品種別を表示

1,N225先物
2,N225ミニ
3,N225オプション
4,TPX先物
5,ミニTPX
6,TOPIXオプション
7,Core30
8,ミニJGB
9,REIT先物
10,ダウ先物
11,VI先物
13,JPX400先物
14,マザーズ先物

11 注文数量 OrderAmount 注文数量を表示
12 約定日 CommitDate YYYY/MM/DD 約定日を表示
13 約定時刻 CommitTime HH:MM:SS 約定時刻を表示
14 約定単価 CommitUnitPrice 約定単価を表示
15 約定数量 CommitAmount 約定数量を表示
16 約定金額 CommitTotal 約定金額を表示
17 手数料 CommitionPrice 手数料を表示
18 消費税 ConsumptionTax 消費税を表示

19 注文受付区分 ReceiveType 注文受付区分を表示

1,Tel
2,Web
3,携帯Web
100～199,PC(簡易)
200～299,PC(リッチ)
300～399,携帯APL
400～499,Mobile
500～599,I Phone
10,その他

20 状態 StatusType 注文状態を表示 「先物OP注文状態」参照
21 平均約定単価 AverageCommitPrice 複数約定時の平均単価を表示
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22 当初受付数量 FirstCommitPrice 初回注文受付数量を表示
23 累計約定数量 TotalCommitPrice 累計約定数量を表示
24 累計減少数量 DecrementCommitPrice 累計減少数量を表示
25 残数量 RestAmount 残数量を表示
26 現値 CurrentPrice 銘柄の現在値を表示
27 建日 OpndD YYYY/MM/DD 建日を表示
28 損益 IncomeAmount 損益を表示
29 取引日 ExcdD YYYY/MM/DD 約定日を表示
30 SQ日 SpecialQuotationDay YYYY/MM/DD SQ日を表示
31 メモ ClientMemo クライアントメモを表示

32 権利処理種別 TradeKind_v 権利処理種別を表示

0、指定無し
1、普通
20、権利行使
21、権利放棄
22、権利割当
23、権利消滅
24、最終決済

33 CSV CSV 「先物OP約定照会情報(CSV)」参照 上記のNo1～32（2、7、19～26を除く）をカンマで結合した内容を表示
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先物OP約定照会情報（CSV）
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 注文番号 OrderId 注文番号を表示

2 取引種別 TradingType 取引種別を表示
31,新規
32,決済

3 売買 SalesType 売買区分を表示
1,売
3,買

4 約定番号 CommitNo 約定番号を表示
5 約定枝番号 CommitNoSeq 約定枝番号を表示
6 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
7 銘柄名 BrandName 銘柄名称を表示

8 商品種別 ProductType 商品種別を表示

1,N225先物
2,N225ミニ
3,N225オプション
4,TPX先物
5,ミニTPX
6,TOPIXオプション
7,Core30
8,ミニJGB
9,REIT先物
10,ダウ先物
11,VI先物
13,JPX400先物
14,マザーズ先物

9 注文数量 OrderAmount 注文数量を表示
10 約定日 CommitDate YYYY/MM/DD 約定日を表示
11 約定時刻 CommitTime HH:MM 約定時刻を表示
12 約定単価 CommitUnitPrice 約定単価を表示
13 約定数量 CommitAmount 約定数量を表示
14 約定金額 CommitTotal 約定金額を表示
15 手数料 CommitionPrice 手数料を表示
16 消費税 ConsumptionTax 消費税を表示
17 建日 OpndD 「先物OP約定照会情報」と同様 建日を表示
18 損益 IncomeAmount カンマにより3桁区切りを実施しない 損益を表示
19 取引日 ExcdD 「先物OP約定照会情報」と同様 約定日を表示
20 SQ日 SpecialQuotationDay 「先物OP約定照会情報」と同様 SQ日を表示

21 権利処理種別 TradeKind_v 「先物OP約定照会情報」と同様 権利処理種別を表示

0、指定無し
1、普通
20、権利行使
21、権利放棄
22、権利割当
23、権利消滅
24、最終決済

22 メモ ClientMemo 「先物OP約定照会情報」と同様 クライアントメモを表示
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市場統計情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 市場 Cd_v 部名称を表示 「部コード」参照

2 本日日付 CurDate_v YYYYMMDD 本日日付を表示
3 売買高 SalesVolume_v 売買高を表示
4 売買代金 SalesPrice_v 売買代金を表示
5 売買代金前日比 SalesPriceChangeValue_v 売買代金前日比を表示
6 時価総額 MarketPrice_v 時価総額を表示
7 時価総額前日比 MarketPriceChangeValue_v 時価総額前日比を表示
8 更新時刻 UpdateTime_v データ更新時刻を表示
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業種別指数情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 業種 IndexCd 業種別指標コードを表示
「業種コード」参照 (東証３３業種）

「TOPIX17業種コード」参照
（TOPIX17）

2 取引日付 CurrentPriceDate YYYY/MM/DD 取引日付を表示

3 現在値 CurrentPrice 現在値を表示

4 年初来高値 YearHighPrice 年初来高値を表示

5 年初来高値日付 YearHighPriceDate YYYY/MM/DD 年初来高値更新日付を表示

6 年初来安値 YearLowPrice 年初来安値を表示

7 年初来安値日付 YearLowPriceDate YYYY/MM/DD 年初来安値更新日付を表示

8 始値 OpenPrice 始値を表示

9 高値 HighPrice 高値を表示

10 安値 LowPrice 安値を表示
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日経225構成銘柄情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 銘柄名 BrandShortName 銘柄略称を表示

3 株価換算係数 Par 株価換算係数
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出来高上位300銘柄情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示

2 市場コード MarketCd 市場を表示
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注文通知情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 種類 Kind 株式・先物

2 注文番号 OrderId 発注時エラーの場合、発注番号

3 注文種別 OrderType

「注文種別情報」参照 現物
信用新規
信用返済
現引
現渡
取消
訂正
新規
決済

4 注文状態 OrderStatus

「注文状態情報」参照 受付
約定
エラー
失効

5 エラーメッセージ ErrorMessage 発注時エラーのエラー内容
6 CSV CSV 「注文通知情報(CSV)」参照 上記のNo1～5をカンマで結合した内容を表示

※発注時エラーとは、取引パスワード不正など発注時に判定されるエラーのこと
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注文通知情報（CSV）
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考 その他

1 種類 Kind 株式・先物

2 注文番号 OrderId 発注時エラーの場合、発注番号

3 注文種別 OrderType

「注文種別情報」参照 現物
信用新規
信用返済
現引
現渡
取消
訂正
新規
決済

4 注文状態 OrderStatus

「注文状態情報」参照 受付
約定
エラー
失効

5 エラーメッセージ ErrorMessage 発注時エラーのエラー内容

※発注時エラーとは、取引パスワード不正など発注時に判定されるエラーのこと
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注文種別
NO. 表示内容 項目説明 備考

1 現物 日本株のみ

2 信用新規 〃

3 信用返済 〃

4 現引 〃

5 現渡 〃

6 取消 日本株・先物

7 訂正 日本株・先物

8 新規 先物のみ

9 決済 〃

表示内容 判定条件
現物

信用新規

信用返済

現引

現渡

訂正

取消

新規

決済

訂正

取消

日
本
株

先
物
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注文状況
NO. 表示内容 項目説明 備考

1 受付

2 約定

3 エラー

4 失効 日本株のみ

表示内容 判定条件
受付

約定

エラー

失効

受付

約定

エラー

失効

日
本
株

先
物
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市場コード(省略時は全市場)
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 東証 東証 東証

2 名証 名証 名証

3 福証 福証 福証

4 札証 札証 札証

※関数の引数パラメータにて、指定しない（””)場合には全市場を表示します
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規制内容
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 信用新規売買停止 信用新規売買停止

2 信用新規売停止 信用新規売停止

3 信用新規買停止 信用新規買停止

4 制度信用現引停止 制度信用現引停止

5 制度信用現渡停止 制度信用現渡停止

6 注意喚起 注意喚起

7 代用不適格 代用不適格

8 日々公表 日々公表

9 空売り規制 空売り規制
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規制情報
NO. 日本語表記 英語表記 出力形式 項目説明 備考

1 銘柄コード BrandCd 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示
2 市場 MarketCd 規制が適用されている市場を表示 「市場コード」参照
3 銘柄名称 BrandName 銘柄名称を表示
4 規制内容 RestrictionDetail 規制内容を表示 「規制内容」参照
5 実施日 ExpectedDate YYYYMMDD 実施日を表示

6 終了日 CancelDate YYYYMMDD 終了日が存在すれば表示

7 備考 Remarks
規制種別
「公的規制」
「当社規制」
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取引日の日替わり時刻
派生証券名 取引日変更時間
ミニJGB 15:25
ミニTPX
REIT先物
TPX先物
Core30
TPX先物 OP
ダウ先物
N225先物
N225ミニ
N225先物 OP
VI先物

※日替わり後、約定がつくまで先物OPの以下の項目はクリアされた状態となる
現在値
現在値日付
現在値時刻
前回比
累計買約定数
累計売約定数
出来高
当日累計売買代金
累計買出来高
当日累計出来高
日通し4本値(取引日ベース)

16:00
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ランキング用部コード
NO. 引数パラメータ 表示内容 項目説明 備考

1 全市場 全市場 全市場

2 東証ﾌﾟ 東証ﾌﾟ プライム

3 東証ｽ 東証ｽ スタンダード

4 東証R 東証R 東証不動産投資信託証券市場

5 東証E 東証E 東証ETF

6 東証ｸﾞ 東証ｸﾞ グロース

7 日経平均採用 日経平均採用 日経平均採用

※関数の引数パラメータとして省略でき、省略した場合には全市場を表示します
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