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たくさんの“便利な機能”を搭載！！

詳細リアルチャート QUICKポートフォリオ<野村版> お気に入りファンド

野村ホームトレードの投資情報ツールは
パソコン・タブレット・スマートフォンで利用できます

※画面はすべてイメージです。

サービスガイド

1ページお気に入り銘柄

13ページQUICKポートフォリオ<野村版＞
15ページお気に入りファンド

お気に入りファンド
お気に入りの国内・外国ファンドを最大５０個まで保存、一覧で管理やメモ登録ができます。
野村ホームトレード ＞ 投資情報 ＞ 投信を探す ＞ お気に入りファンド

ファンドを選択して比較
することもできます。
（最大5ファンド）

野村ホームトレードを利用して当社で取り扱う商品等へご投資いただく場合には、各商品等に所定の手数料等（国内
株式取引の場合は約定代金に対して最大1.404％（税込み）（20万円以下の場合は、2,808円（税込み））の売買
手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等
の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあ
ります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書
面、目論見書、等をよくお読みください。国内株式（国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む）
の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み））の売買手数料
をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただ
きます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。
国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。信用取引には、売買手数料（約定代金に対し最大
1.404%（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み）））、管理費および権利処理手数料をいただきます。
加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただ
きます。委託保証金は、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の
約3.3倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれが
あります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。

9ページ詳細リアルチャート
10ページ対比チャート/ニュース
11ページテクニカルチャート

※本資料に掲載の画像等は、すべてイメージです。

※本パンフレットに記載の内容は2017年11月13日時点の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますので、ご留意ください。

オンラインサービス
サポートダイヤル
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ご利用の際には、電話番号をお間違いのないようご注意ください。

平日：8:40～20:00 土・日：9:00～17:00［祝日・年末年始を除く］
0120-008-556
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お好きな銘柄（最大200銘柄ま で）の株価や気配、出来高等を、
一覧でチェックいただけます。株 価はリアルタイムで自動更新さ
れるので、情報収集や国内株式の ご注文がスピーディに行えます。

登録した銘柄の4本値をリストで
表示するほか、ミニチャートなど
の詳細情報が充実しています。

詳細＋リスト

過去の株価などの詳しい情報や国内外の主要
指数をご覧いただけます。

詳細リアルチャート
銘柄に関するニュースを時系列で表示します。

ニュース

●その他の機能

登録した銘柄の4本値をリスト形式で表示。銘柄名ボ
タンをクリックすると詳細情報が表示されます。

銘柄リスト

最大100銘柄を一覧で表示。位置の変更や削除
ができるので、登録銘柄の整理に適した表示形式
です。表示項目は騰落率・5日移動平均乖離率・
25日移動平均乖離率から選択できます。

ヒートマップ

登録した銘柄のチャート情報を一覧表示（5分足・
日足・週足・月足から選択可能）。銘柄名ボタンを
クリックすると「詳細＋リスト」形式で閲覧できます。

チャートボード

詳しくは、P3以降をご覧ください。

※お気に入り銘柄の1ページから10ページに登録 した銘柄は、野村ホームトレード携帯電話サイト
「My銘柄」でも共有してご覧になれます。

株式注文がより
簡単になります。

お気に入り銘柄の
会社四季報がここから
ご覧になります。

1分、5分、日足、週足、
月足の各チャートが
起動します。

お気に入り銘柄
野村ホームトレード ＞ お気に入り銘柄

詳しくは、P9を
ご覧ください。

銘柄や指数を指定して動きを比較することが
できます。

対比チャート

詳しくは、P10を
ご覧ください。

詳しくは、P10をご覧ください。
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ポートフォリオ部

指標表示部
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「お気に入り銘柄」には、便利な機能が満載。お気に入りの銘柄を登録し、リアル
タイムの株価はもちろん、「前日終値」や「歩み値」（P6参照）といった詳細な
株価情報も確認できます。また、主要指標や為替などもチェックできます。
登録した銘柄を注文したい場合は、「お気に入り銘柄」から株式注文画面に
直接進むことができます。

ヘッダーにある「日経平均」など指標をクリックすると、15種類
のリストが表示されます。そこからチェックしたい指標をク
リックするだけで切り替わります。

「詳細＋リスト」タブをクリックすると、登録銘柄の一覧表示に加え、ミニチャート
や複数気配などの個別銘柄の詳細な株価情報を表示することができます。

日経平均など主要指標や為替をチェックするなら…

表示の切り替えや銘柄登録は6つの操作でOK!

① 表示切り替えタブ：
表示形式を切り替えられます。

② ページ切り替えタブ：
表示しているページを切り替えられます。

③ 銘柄移動：
ドラッグ＆ドロップすることで、銘柄の登録位置を変更すること
ができます。

④ 銘柄登録：
銘柄の登録ができます。（登録方法はP5をご覧ください。）

⑤ テクニカルチャートボタン：
表示している当該銘柄のテクニカルチャートを起動できます。
（操作方法はP11をご覧ください。）
⑥ 銘柄名ボタン：
ポートフォリオ部に登録している銘柄の情報を、詳細表示部に表示
できます。

操作方法

①

③ ⑤
⑥
④

わからないこと、
困ったことがあったら…

指標表示部

ポートフォリオ部 詳細表示部

表示内容や操作方法を詳しく説明した「ヘルプ」をご
用意しています。
画面右上の　　　　 をクリックしてご覧ください。

気になる銘柄を登録するなら… P5へ

個別銘柄の詳細な株価情報を確認するなら… P6へ

「お気に入り銘柄」から注文するなら… P7へ

操作方法はP4をご覧ください。

指標が選べます。

お気に入り銘柄

②
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銘柄コードの指定、または銘柄名の検索で、「お気に入り銘柄」に
登録することができます。

「詳細+リスト」画面の詳細表示部で
は、個別銘柄の4本値など基本情報
に加え、複数気配や歩み値、ミニ
チャートを併せて表示できます。

気になる銘柄を登録するなら…

銘柄コード指定による登録

個別銘柄の詳細な株価情報を確認するなら…

※市場、業種のプルダウンメニューを選択した場合は、自動で検索されます。キーワードを入力した場合は、右横の検索ボタンをクリックして検索します。

 銘柄を変更・削除する際の操作

●銘柄コード入力エリアに銘柄コードを上書きし、パソコンの［Enter］キーを押すと、銘柄が変更されます。
●銘柄コード入力エリアの銘柄コードを削除し、パソコンの［Enter］キーを押すと、銘柄が削除されます。

ローソク足チャート（日足）

銘柄コード入力エリアに銘柄コードを入力し、パソコンの［Enter］キー等を
押すことで登録できます。また、銘柄コード入力エリア外をクリックしても
OKです。登録されると、その銘柄についての最新情報が表示されます。また、
登録した銘柄情報は、本サービスを閉じても次回起動時、そのまま引き継が
れます。

銘柄名検索による登録
銘柄コード入力エリア内の虫眼鏡のアイコン「　」を
クリック、または銘柄コード入力エリアに任意の文字を
入力して［Enter］キーを押します。銘柄検索ウィンドウ
が開きますので、市場・業種を選択、キーワードを入力
して検索※。検索結果の中から登録したい銘柄の市場を
クリックすると、「お気に入り銘柄」に登録されます。

市場の指定方法
銘柄コードの右側にあるメニューから市場を選択し、
パソコンの［Enter］キーを押してください。市場を指
定できます。

 　 約定回数とは
約定データ受信回数をカウントしたものです。 
※価格が変化しない場合もカウントされます。
　「↑」の数値と「↓」の数値を足しても約定回数のカウントにはなりませんのでご注意ください。

　 ローソク足チャートとは
「1分足」「日足」「週足」「月足」をタブで切り替えられます。
日足、週足、月足のチャートについて、ローソク足チャートで描画します。
　●日足の短期移動平均線は5日線、長期移動平均線は25日線です。
　●週足の短期移動平均線は13週線、長期移動平均線は26週線です。
　●月足の短期移動平均線は5ヶ月線、長期移動平均線は10ヶ月線です。

※売買高の週足チャートは第1月曜日から描画します。

❶
❷

タブをクリックすることで
表示の切り替えができます。

❸

❶

 　 歩み値（歩値）とは
当該銘柄の約定データの受信履歴を、最新のデータを一番上に、以下降順に直近最大10本
表示します。 起動時は、起動以前の直近最大10本のデータが表示されます。以降は、値が付く
たびに新しいものが自動的に追加表示され、代わりに古いデータから順に削除されます。価格は、
一つ前の価格と比べて値上りなら赤、値下りなら青、変わらずは黒で表示します。

❷

❸

銘柄コード（半角数字）を入力、
［Enter］キーを押します。

銘柄名または略称（全角
かな・漢字/半角英字）
を入力、［Enter］キーを
押します（例：　　）。

お気に入り銘柄

重複上場の場合は、優先市場以外の
市場も選択できます。
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お気に入り銘柄
「お気に入り銘柄」から注文するなら…

リアルタイム株価を見ながら、現物取引や信用取引※のご注文がスピーディに
行えます。
※信用取引には別途オンライン信用口座の開設が必要です。

お買付可能額やご注文の内容
も、お気に入り銘柄を見ながら
確認できます。
（例：お買付可能額画面）

登録銘柄の会社四季報もすぐに
確認できます。

ボタン一つで、注文画面を表示します。
（例：現物買い注文画面）
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詳細リアルチャート

詳細リアルチャート 対比チャート/ニュース

国内上場株式、日経平均、NYダウ、米ドル/円などの主要指数の
テクニカル分析に最適です。

対比チャート

銘柄や指数を比較して、関連性を確認することができます。
比較対象は最大4つまで選択できます。

ニュース

登録銘柄や気になる銘柄に関連するニュースが一覧でご覧になれます。
自動更新で最大100本のニュースを表示します。

主要指標一覧

•ドル/円
•長期国債先物1限月
•ＴＯＰＩＸ
•日経225mini　1限月
•ジャスダックインデックス

•日経300
• 東証ＲＥＩＴ指数
•ユーロ/円

• 日経平均株価
•日経225先物1限月
•日経ジャスダック平均株価
• 東証マザーズ指数
•ＪＰＸ日経400

●選択した銘柄または指標のチャートを表示します。
●チャートの足種は、1分足、5分足、30分足、日足、週足、月足から選択できます。
●主線チャートをロウソク足、折れ線から選択できます。
●補助チャートを価格帯別売買高、移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンドから選択できます。 
●追加チャートを売買高＋移動平均、信用残（週足のみ）、ＲＳＩ、ストキャス（スロー）、MACDから選択できます。

詳細リアルチャートの主な機能
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テクニカルチャートには、「ローソク」「ライン」などの7種類をご用意。ご希望の
表示足、表示期間を各プルダウンメニューから指定することができます。また、
上下段にチャートを追加するなどのお好みの組み合わせが可能です。

■ ローソク足の日足チャート＋（上段）なし＋（下段）出来高の表示例

1

3 4

765

2 8

指数/銘柄の設定1

メニューの「主要指数（国内）」「主要指数（外国）」「国内株式」「為替」
「先物」を選択します。

チャート種の設定5 表示したいチャート種のアイコンをクリックするだけで設定できます。

その他機能設定6

転換点
転換点とは、上昇あるいは下落が落ち着き、次の動きに入ると思わ
れる地点のことを指します。その転換点の日付(日中足の場合は時刻)
と価格をチャートに表示します。｠
価格帯別出来高
表示期間内の出来高を終値ベースで一定の価格帯ごとに集計し、
棒グラフで表したチャートです。
不連続要因マーク
日足、週足、月足、四半期足において、株式分割や株式併合などで
株価が不連続となる要因があった場合にマークを表示します。

更新・リセット7

ヘルプ8 表示内容や操作手順について詳細に説明しています。お困りの際は、
　 ［HELP］ボタンをクリックして閲覧してください。

表示足、期間設定2
チャートの表示足と表示期間を設定します。
表示足 分足、日足、週足、月足など8種  ※表示足により表示期間は異なります。
期間 日、月、年単位に加え、日付を指定してご希望の期間を表示させる

ことができます。（最大10年）

主要指数（国内）17指数（日経平均、TOPIXなど）

国内株式 国内上場全銘柄

先物 日経225先物/日経225mini/
TOPIX先物/長期国債先物：
各1、2限月
JPX400先物：1限月為替 11通貨ペア（米ドル/円、ユーロ/円など）

主要指数（外国）30指数（NYダウ、S&P50など）

追加チャート設定3 上段では追加したいチャートおよびその算出期間を、下段ではサブ
チャートを選択します。

上段に追加できるチャート
■ 単純移動平均線
■ 単純移動平均線（2本）
■ 単純移動平均線（3本）
■ 加重移動平均線
■ 加重移動平均線（2本）
■ 加重移動平均線（3本）

■ ボリンジャーバンド
■ 価格変動幅
■ 一目均衡表
■ フィボナッチライン
■ エンベローブ

下段に追加できるチャート
■ 出来高
■ オンバランスボリューム
■ MACD
■ スローストキャスティクス
■ ファストストキャスティクス
■ モメンタム
■ 相対性指数（RSI）
■ 価格変動

■ DMI
■ RCI
■ ボラティリティ
■ コモディティチャネルインデックス
■ ウィリアムズ％R
■ 移動平均乖離率（単純平均3本）
■ 移動平均乖離率（加重平均3本）
■ サイコロジカルライン

　 ～　 の情報を更新する場合は［更新］ボタンを、「　 指数/銘柄の
設定」以外のエリアを初期状態に戻す場合は［リセット］ボタンをクリック
してください。
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比較チャート設定4
比較したい銘柄の情報を設定します。 指数、為替、株式銘柄を設定
することが可能です。
指数名 ■ 日経平均　　 ■ TOPIX　　 ■ 日経JASDAQ平均　　など

8

さらに詳しい
株価情報や
指数をご覧
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（P9へ）

テクニカルチャート
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11 12

テクニカルチャートには、「ローソク」「ライン」などの7種類をご用意。ご希望の
表示足、表示期間を各プルダウンメニューから指定することができます。また、
上下段にチャートを追加するなどのお好みの組み合わせが可能です。

■ ローソク足の日足チャート＋（上段）なし＋（下段）出来高の表示例

1

3 4

765

2 8

指数/銘柄の設定1

メニューの「主要指数（国内）」「主要指数（外国）」「国内株式」「為替」
「先物」を選択します。

チャート種の設定5 表示したいチャート種のアイコンをクリックするだけで設定できます。

その他機能設定6

転換点
転換点とは、上昇あるいは下落が落ち着き、次の動きに入ると思わ
れる地点のことを指します。その転換点の日付(日中足の場合は時刻)
と価格をチャートに表示します。｠
価格帯別出来高
表示期間内の出来高を終値ベースで一定の価格帯ごとに集計し、
棒グラフで表したチャートです。
不連続要因マーク
日足、週足、月足、四半期足において、株式分割や株式併合などで
株価が不連続となる要因があった場合にマークを表示します。

更新・リセット7

ヘルプ8 表示内容や操作手順について詳細に説明しています。お困りの際は、
　 ［HELP］ボタンをクリックして閲覧してください。

表示足、期間設定2
チャートの表示足と表示期間を設定します。
表示足 分足、日足、週足、月足など8種  ※表示足により表示期間は異なります。
期間 日、月、年単位に加え、日付を指定してご希望の期間を表示させる

ことができます。（最大10年）

主要指数（国内）17指数（日経平均、TOPIXなど）

国内株式 国内上場全銘柄

先物 日経225先物/日経225mini/
TOPIX先物/長期国債先物：
各1、2限月
JPX400先物：1限月為替 11通貨ペア（米ドル/円、ユーロ/円など）

主要指数（外国）30指数（NYダウ、S&P50など）

追加チャート設定3 上段では追加したいチャートおよびその算出期間を、下段ではサブ
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■ 単純移動平均線（2本）
■ 単純移動平均線（3本）
■ 加重移動平均線
■ 加重移動平均線（2本）
■ 加重移動平均線（3本）

■ ボリンジャーバンド
■ 価格変動幅
■ 一目均衡表
■ フィボナッチライン
■ エンベローブ

下段に追加できるチャート
■ 出来高
■ オンバランスボリューム
■ MACD
■ スローストキャスティクス
■ ファストストキャスティクス
■ モメンタム
■ 相対性指数（RSI）
■ 価格変動

■ DMI
■ RCI
■ ボラティリティ
■ コモディティチャネルインデックス
■ ウィリアムズ％R
■ 移動平均乖離率（単純平均3本）
■ 移動平均乖離率（加重平均3本）
■ サイコロジカルライン

　 ～　 の情報を更新する場合は［更新］ボタンを、「　 指数/銘柄の
設定」以外のエリアを初期状態に戻す場合は［リセット］ボタンをクリック
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テクニカルチャート
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銘柄と合わせて株数を登録することで、現在の株価を元にした評価額を確認することができます。 
株価等のデータは、優先市場に基づいたデータを表示します。 マーケット

株価の値動きや売買代金等を反映した、マーケットに関する指標の情報を確認することができます。

ファンダメンタル（実績）
企業の時価総額やROEといった、銘柄の実績に基づくファンダメンタル情報を確認することができます。

13 14

QUICKポートフォリオ＜野村版＞

国内上場株式（最大50銘柄）と株数を登録することで、ポートフォリオを作成する　ことができます。マーケットやファンダメンタルなど様々な角度からご覧になれます。

野村ホームトレード ＞ 資産状況 / 履歴 ＞ QUICK ポートフォリオ＜野村版＞

各指標の項目を押すと、１～５ページに登録したポートフォリオ銘柄と、東証市場全体の銘柄について、選
択した指標に基づく分布状態をグラフで表示します。 選択した指標について、登録銘柄と東証市場全体
の分布状態を比較することで、銘柄組み換えの判断材料として利用できます。

分布一覧
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虎の巻投資情報ツール

No.7209-1711A-DN
15

野村證券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商） 第142号
加入協会／日本証券業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会、 
 一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

たくさんの“便利な機能”を搭載！！

詳細リアルチャート QUICKポートフォリオ<野村版> お気に入りファンド

野村ホームトレードの投資情報ツールは
パソコン・タブレット・スマートフォンで利用できます

※画面はすべてイメージです。

サービスガイド

1ページお気に入り銘柄

13ページQUICKポートフォリオ<野村版＞
15ページお気に入りファンド

お気に入りファンド
お気に入りの国内・外国ファンドを最大５０個まで保存、一覧で管理やメモ登録ができます。
野村ホームトレード ＞ 投資情報 ＞ 投信を探す ＞ お気に入りファンド

ファンドを選択して比較
することもできます。
（最大5ファンド）

野村ホームトレードを利用して当社で取り扱う商品等へご投資いただく場合には、各商品等に所定の手数料等（国内
株式取引の場合は約定代金に対して最大1.404％（税込み）（20万円以下の場合は、2,808円（税込み））の売買
手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等
の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあ
ります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書
面、目論見書、等をよくお読みください。国内株式（国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む）
の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み））の売買手数料
をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただ
きます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。
国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。信用取引には、売買手数料（約定代金に対し最大
1.404%（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み）））、管理費および権利処理手数料をいただきます。
加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただ
きます。委託保証金は、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の
約3.3倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれが
あります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。

9ページ詳細リアルチャート
10ページ対比チャート/ニュース
11ページテクニカルチャート

※本資料に掲載の画像等は、すべてイメージです。

※本パンフレットに記載の内容は2017年11月13日時点の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますので、ご留意ください。

オンラインサービス
サポートダイヤル
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ご利用の際には、電話番号をお間違いのないようご注意ください。

平 日：8:40～20:00　土・日：9:00～17:00　［祝日・年末年始を除く］
0120-008-556
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きます。委託保証金は、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の
約3.3倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれが
あります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。

9ページ詳細リアルチャート
10ページ対比チャート/ニュース
11ページテクニカルチャート

※本資料に掲載の画像等は、すべてイメージです。

※本パンフレットに記載の内容は2017年11月13日時点の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますので、ご留意ください。

オンラインサービス
サポートダイヤル
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ご利用の際には、電話番号をお間違いのないようご注意ください。

平 日：8:40～20:00　土・日：9:00～17:00　［祝日・年末年始を除く］
0120-008-556


