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１.V2system初期設定方法

岡三RSS導入・操作マニュアルで岡三RSS初期設定が完了しましたら
下記の①～③の手順で実際にV2systemを動かすための初期設定を行います。

P1

• 「参加コース」のページでご自身の手数料プランに合

わせた参加コースを確認し、「入力シート」に入力しま

す。

①参加コース入力

• 「発注パラメータ」のページでご自身の岡三オンライ

ン証券取引パスワードなど取引に必要な初期設定をしま

しょう。

②発注パラメータ入力

• 各パラメータの入力、確認をし実際にV2system

を稼働させてみましょう。

③実践

まずデスクトップ上にあるV2systemフォルダを開き、緑色のV2systemの
アイコンをダブルクリックして、V2system(エクセル)を開きましょう。
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P2

・初期設定用のエクセル画面の出し方

上部が緑色の「エクセル」の画面が開かれた時、このような警告が
出る場合は「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

V2systemアイコンを開くと、この自動売買の操作画面

「取引設定画面」が開きます。
しかし、いきなり取引できるのではなく、自動売買をスタート
する前には初回だけ「初期設定」を行う必要があります。

まずは、右下にある「設定」をクリックしてください。
すると「初期設定エクセル画面」が開かれます。
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・参加コース入力方法

表示されたページの左上にある「参加コース」の右側
の数字が「1」と入力されていることを確認してくださ
い。

まずは現在、お客様が証券会社で参加されている「手
数料プラン」に合わせて、この数字を「1～6」の数字
に書き換える必要があります。

各数字に割り当てられたプラン一覧は、次のページを
ご覧ください。

※こちらは一度設定すれば都度変更する必要は御座い
ませんが、必ず最初はご自身のコースかどうか確認し
てください。

数字をクリックし、上から直接数
字を打ち込むことで数字が変更が
可能です。
(※必ず半角数字で入力してください)

１

開かれたエクセルの下部にある①「入力シート」を押します。
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・参加コース入力方法

１

エクセル下部の①「参加コース」をクリックすると、各コースの内
容が確認できます。

参加
コース

手数料プラン

１ 現物・定額

２ 現物・ワンショット

３ 信用・定額・プレミアゼロ

４ 信用・定額・プラチナ

５ 信用・定額・通常

６ 信用・ワンショット

岡三オンライン証券では、お客様の口座・投資スタイルにより
６種類のコースが選択できます。

現在お客様が参加されているコースによって手数料が異なるので、
岡三オンラインのホームページにログインして頂き、口座情報から
現在参加中のコースをご確認してください。

参加中のコースによって、入力シートの「参加コース」に入力する
数字が異なります。

参加中のコースの確認方法は次のページをご覧ください。
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・手数料プラン確認方法

https://www.okasan-online.co.jp/login/jp/

ご自身の手数料プランは岡三オンライン証券のログイン後
お客様情報を確認することで確かめることができます。

ホームページを開いたら
①ログインID、②ログインパスワードを入力後、
③「証券総合取引口座」をクリックします。

①

②

③

ログイン方法

ログイン後「口座情報」を
クリックします。

https://www.okasan-online.co.jp/login/jp/
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・手数料プラン確認方法

「口座情報」のページを下へ進めていくと
「基本情報」の部分でご自身の手数料プランが
確認できます。

ご自身の手数料プランとP3の各参加コースを照らし合わせます。
この場合は定額プランなので現物口座の方は【参加コース１】、
信用口座を利用する方は【参加コース５】となります。
P2に従い参加コースの数字を変更しましょう。

※「プレミアゼロ」コース
日本株累計売買金額が10億円以上、投資信託の平均残高が3,000万円以
上 または 信用建玉の平均残高が5,000万円以上

※「プラチナ」コース
日本株累計売買金額が5億円以上 または
投資信託の平均残高が1,000万円以上

累計売買金額は、毎月20日を基準日として算出し、
算出された累計売買金額に応じたコースは、 翌月の
第１営業日のお取引分から適用されます。
また、注文件数には上限等の基準はございません。

・プレミアゼロコース、プラチナコースの詳細は岡三オンライン証券
手数料プランページをご覧ください。

https://www.okasan-online.co.jp/jp/margin/cost.html

https://www.okasan-online.co.jp/jp/margin/cost.html
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・発注パラメータ入力方法

このようなページが開きますので、下記を参考に の
中を変更しましょう。
※クリックするとそのまま文字・数字の打ち込みが可能です。

①
②
③

①「取引パスワード」
証券口座開設の際に発行された取引パスワードを入力します。

（※パスワードを間違えると取引が行われません。）

②「信用取引種別」(制度・一般)
信用取引の種類を変更出来ます。基本的には制度のままで大丈夫です。

③「疑似引け時刻」
取り組み期間終了日に銘柄を手放す時間を入力します。
初期値は14:50となっていますが、入力時間を変えることで決済の
時間を変更できます。特に問題が無ければそのままで結構です。

（※取組期間についてはP9をご覧ください。）

入力シートの「参加コース」にご自身のプランに当てはまる数字を
入力されましたら、エクセル下部にある「発注パラメータ」を
クリックしましょう。

以上で初期設定は完了となります。
以上全て完了しましたら、一度エクセルの右上端の「×」を押し、画面を
閉じて内容を保存しましょう。

※初期設定を変更した場合は必ずエクセルを「保存」しましょう。
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・取引パラメータ解説

①

初期設定が完了しましたのでこれから「取引設定画面」に移ります。

再度V2systemアイコンをダブルクリックしてV2system(エクセル)を
開き「取引設定画面」を表示させます。

取引設定画面の各パラメータについては次のページから解説いたします。

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

②

④

⑥

⑦

③

⑤

⑧

V2systemは最大で4銘柄まで
運用することが可能です。

こちらの
「銘柄１」～「銘柄４」を
クリックし、画面を切り替え
ることで各銘柄の設定が可能
です。

㉔ ㉕
㉖
㉗
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・入力項目、パラメータ解説

①銘柄名
「銘柄コード」にコードを打ち込むと銘柄名が表示されます。
（※銘柄名には入力は出来ません。）

②銘柄コード
取引きを行いたい銘柄の証券コードを入力します。

③取組状況
現在取組中の場合は「取組中」と表示されます。
（※取組中は銘柄変更ができません。変更する場合は必ず決済を行ってください。）

④投資金
設定銘柄に投じたい投資金を入力します。入力された資金内でできるだけの株数を
エントリーします。

⑤取り組み期間
エントリーした銘柄を最大何日間取り組むかを入力します。（1＝当日のみ）
入力期間中に利確・損切条件を満たさなかった銘柄は、取組期間終了日の
「疑似引け時間（※P7に記載）」に含み損益関係なく、強制的に決済されます。

（※入力日数は営業日換算ではなく、単純な暦上の日数となります。
休日を挟む場合、休日を含めた日数をご入力ください。）

例:金曜から翌週月曜の取り組みの場合、入力値は「4」

⑥エントリー日
銘柄にエントリーするかどうかの判断を始める日を指定できます。
エントリー開始日入力数値が「2020/07/08」の場合「2020年7月8日」に
指定の売買手法にてエントリーをするかどうかの判断をします。

（ ※必ず「年/月/日」のように半角の「/」を入れてください。）

⑦開始時間
エントリー日の何時から判断を始めるかを指定できます。
入力時間が「11:00」の場合、開始日の午前11時からエントリー判断を始めます。

（ ※必ず「時:分」のように半角の「:」を入れてください。）

⑧終了時間
エントリー日の何時で判断を終えるかを指定できます。

【⑥～⑨の入力例】
エントリー日＝2020/07/08 開始時間＝11:00 終了時間＝14:50

2020年7月8日の11時から14時50分までの間に、指定の売買手法でエントリー条件を
満たしたらエントリーをするが、満たさない場合はエントリーを行わない。
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・取引パラメータ解説 「売買手法」
⑨エントリー選択

エントリーの際に「買い」でエントリーするか「空売り」でエントリーするかを
▼のボタンを押して選びます。

（※信用口座を開かれていない方、または貸借銘柄でない銘柄や信用規制により
空売りが出来ない銘柄では「空売り」によるエントリーが出来ませんので
ご注意ください。）

⑩エントリー手法
エントリーするかどうかを判断する際の手法を▼のボタンを押して選びます。
各手法のロジックは以下のようになります。

■寄付き■
寄付き直後から「判断ティック」に入力した取引回数の平均株価が、VWAPを
上回った瞬間に買いエントリーを行います。（※空売りの場合は下回った瞬間）

■通常■
「判断ティック」に入力した取引回数の平均株価が、VWAPの下から上に上回った
瞬間に買いエントリーを行います。（※空売りの場合は下回った瞬間）

■無し■
この項目の条件は無く、他の株価や時間の条件が合えばエントリーします。

⑪判断ティック数
エントリー手法の判断基準ティック数を1～20の間で入力します。
基本的には出来高の多い少ないで入力値を変更しましょう。

【目安】一日の出来高が 50万以下：「1～10」、50万以上：「10～20」

また、入力数値が多い少ないで、メリット・デメリットが変わりますので、上記の
数字にとらわれることなく、ご自身の投資スタイルで選んでみても結構です。

【数字が小さい】

メリット ：VWAPを超えたら即エントリーするので、初動を狙える。
デメリット：株価がすぐ反転してしまったら、損失が増える。

【数値が大きい】

メリット ：VWAPを超えたことをしっかり確認してエントリーを狙える。
デメリット：動きをしっかり見極める為、エントリーのタイミングが遅れる。

（※岡三RSSでは商いの活発な銘柄の場合、株価更新の遅延により、
カウントするティック数が多少ずれる場合があります。）
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⑫許容GapUp％
⑬許容GapDown％

前日の終値より、上は⑬％以下、下は⑭％以上の株価範囲でしか取引を行いません。
（※「0」

【例】前日終値1000円、許容GapUp％＝5、許容GapDown％＝8 の場合
⇒エントリー条件を満していれば、 920～1050円の間でエントリーができます。

⑭株価上限
⑮株価下限

入力した株価の範囲内でエントリー条件を満たせば、エントリーができます。
上限以上、下限以下の株価ではエントリーは行われません。
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・取引パラメータ解説 「利確・損切条件」
⑯第一逆指値 発動％
⑰第一逆指値 決済％

取り組み銘柄の含み益が⑯で入力した％を1度超えると、⑰で入力した％まで益が
減ったら成行で決済を発注します。(※含み益には手数料も計算されております。)

指定の条件で逆指値(成行)が自動で入るとお考え下さい。
（※両方、またはどちらかに「0」を入力すると、この機能はオフになります）

⑱第二逆指値 発動％
⑲第二逆指値 決済％

基本的な機能は⑯⑰と同じです。

使い方としては、さらに利益が出た時に、もう一段逆指値を引き上げる為にお使い
ください。
数値は ⑯＜⑱、⑰＜⑲ となる様に数値設定をすると効果的です。

⑳追尾逆指値 発動％
㉑追尾逆指値 下落％

取り組み銘柄の含み益が⑳で入力した％を1度超えると、その後の最大含み益の
㉑で入力した％下落したら成行で決済を発注します。

最大含み益が上がれば上がるほど、逆指値が自動で追いかけるように上がっていく
機能とお考え下さい。

第一、二逆指値は利確ポイントが固定、追尾逆指値は利確ポイントが上昇します。

㉒利益確定％
含み益が入力した％になったら、必ず成行決済を発注します。

㉓ロスカット％
含み損が入力した％になったら、必ず成行決済を発注します。
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「逆指値・利益確定の使用例」

★買い付け

⑯４％

⑰３％

第一決済ライン

⑱６％

⑲４％

第二決済ライン

⑳８％

㉒１０％

利益確定決済

第一逆指値発動

第二逆指値発動

追尾逆指値発動

㉑
決済ライン

10％

より効果的に各逆指値、利益確定の機能を利用するための使用例をご紹介します。

各機能は出来るだけ階段のように設定すると、利益の取りこぼしが少なくなります。
また、あまりに発動％と決済％の差が小さかったり、下落％が小さすぎると、少しの
下げで利確してしまい、後の大きな利益を取り逃すこともあるので注意しましょう。

⑯第一逆指値 発動％：４ ⑰第一逆指値 決済％：３
⑱第二逆指値 発動％：６ ⑲第二逆指値 決済％：４
⑳追尾逆指値 発動％：８ ㉑追尾逆指値 下落％：15
㉒利益確定％：10

各パラメータを上記のように設定すると発動ポイントと利確ポイントは下図のようにな
ります。
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・実践方法

㉔設定を反映する
このボタンを押すと、現在表示中のパラメータの数値が自動売買に反映されます。

※ 重要 ※
ただ数字を入力しただけでは、実際の売買に入力した数値は反映されません。

各パラメーターの数値変更後は必ず「銘柄ごと」に設定を反映させる必要があります。
また、銘柄ごとの反映の為、一度に全銘柄に設定を反映させることは出来ません。

㉕自動売買スタート
自動売買を開始します。

（※現在設定中の「銘柄１～４」の全ての銘柄がスタートします。）

㉖保存して閉じる
変更したパラメータの設定を保存して取引設定画面を閉じます。
確認画面が出てくるので「保存」をクリックしてください。

㉗設定
➡初期設定エクセルが開きます。

㉔ ㉕
㉖
㉗

初期設定、銘柄コード、取組をする期間、売買手法、決済条件
上記を入力、設定しましたら、自動売買で運用できるようになります。

では、実際に運用する手順へと進みましょう。

自動売買をスタートしてみましょう！

【１】銘柄1～4の動かしたい銘柄に数値入力
【２】入力を終えたら銘柄ごとに「㉔設定を反映する」をクリック
【３】「㉕自動売買をスタート」をクリック

すると、設定した開始日時から自動売買がスタートします。
詳しい解説は次ページをご覧ください。
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・実践方法

ボタン機能解説

★銘柄決済
各銘柄ごと個別で、その銘柄を全て成行決済注文します。市場が開いてい
ない 時間帯に押すと、翌営業日の寄り付きで成行注文が入ります。

(※注文のキャンセルや、他の方法で手動売却したい場合は証券会社ホームページ又は、
岡三ネットトレーダーWEB２をご利用ください。)

★閉じる…自動売買を停止します。
（※銘柄保有中に閉じると、銘柄を保有し続けてしまいます。）

先ほどの手順で「自動売買スタート」をクリックすると
下図のような自動売買運用画面が表示されます。

パラメータ解説

■銘柄名
設定された銘柄名が表示されます。

■現在値
入力銘柄の現在の株価が表示されます。

■含み益
銘柄保有中に含み損益が表示されます。
（※未エントリー中は

「#VALUE!」と表示されます。)

■購入株数
入力銘柄の保有株数が表示されます。

■取得単価
保有銘柄の平均取得単価が表示されます。

(※入力値がない項目には
「#VALUE!」と表示されます。)

■本日の確定損益合計
当日に決済した全銘柄の合計損益(手

数料別)が表示されます。
（※1度自動売買運用画面を閉じてしまうと

総損益の表示はリセットされます。）

★

★



３.岡三ネットトレーダーWEB２

ログイン方法

【V2system】は銘柄を設定し、設定した売買ロジックに沿って自動で
売買を行うシステムですが、これだけだと株価チャート等が見れません。

株価チャートや板情報などを見るためには、無料webツールの
【岡三ネットトレーダーWEB２】を利用します。
手動で決済を行う場合もこちらで可能です。

V2_systemのフォルダ内にある
「岡三ネットトレーダーWEB２」
と言うファイルをダブルクリックで開きます。

P16

ログイン画面が表示されます。

ご自身が岡三オンライン証券にログインされる際に使用する
「ログインID」「パスワード」を入力してください。

毎回IDとパスワードを入れるのが面倒だと言う方は、下の「記憶する」に
☑を入れて、ログインを押しましょう。



３.岡三ネットトレーダーWEB２
・岡三ネットトレーダーWEB２【利用方法】

P17

左上のメニュー一覧から、表示したい機能が選択できます。

主に使う機能は「資産状況」 「チャート」 「取引履歴」となります。

取引の場合は「チャート」を押してみましょう。すると、下図のような画面が現れます。
V2systemを表示しながら、その隣でこちらを表示しておくと良いでしょう。

① ② ③

④
株式取引の画面は、主に４つの機能に分かれています。

（※詳しくはフォルダ内の「WEB2マニュアル」をご覧ください。）

①銘柄リスト
保有中の銘柄や、リストとして保存しておける銘柄リストが表示されます。

②株価チャート
ティック(VWAP)、分足、日足などの株価チャートが表示されます。
出来高や移動平均線などのテクニカル指標は①の上にある「チャート設定」で
挿入が可能です。

③銘柄情報画面
板情報や銘柄の情報が表示されます。ここでも銘柄コードの入力が行えます。

④注文画面
手動で売り買いされる場合はこちらをお使いください。



３.岡三ネットトレーダーWEB２
・岡三ネットトレーダーWEB２【利用方法】

P18

岡三ネットトレーダーWEB2とV2-systemをデスクトップ上に配置してみましょう。

V2-systemは左上に表示されるので、下図の配置が良いかと思われます。

この表示方法は株価チャートが小さくなって見づらいという方は コチラ を押すと
左右の項目が隠れます。

再表示させたい場合は再度同じボタンを押してください。

（※株価チャートを隠すことはできません。）

この状態で自動売買を動かすことで、株価チャートを確認しながらトレードを行うこと
が出来ます。



４.もしも…
・取引途中にエクセルが止まってしまった場合

P19

V2systemで自動売買を動かしている最中に、エラーなどで自動売買の
画面やエクセルが止まってしまったり、間違って閉じてしまった場合、

慌てて【すぐに開きなおさないでください】！

次の工程を行っていただく必要があります。

１

２PCデスクトップ右下にある を
クリックします。

小さいアイコン群の
①岡三RSS右クリックを押します。

②設定をクリックし、画面を開きます。
※導入・操作マニュアルP16参照

設定画面が開けたら
「エクセルの注文可・不可状態を
維持する」
についているチェック☑を外し、

□にしたら「OK」をクリックして

画面を閉じましょう。



４.もしも…
・取引途中にエクセルが止まってしまった場合

P20

次に初期設定エクセルを開きます。
V2_systemのフォルダから緑のV2_systemを開きます。

アイコンをダブルクリックした際に取引設定画面が立ち
上がった場合は、右下の「設定」を選択し初期設定エク
セルを開きます。

初期設定エクセル下部の「work」をクリックし、
「work」のページを開きます。



４.もしも…
・取引途中にエクセルが止まってしまった場合

P21

１

左端の①の部分 を右クリックすると、全体が灰色になり、
メニューが開かれます。

メニューの中の「削除」をクリックし、全文を削除します。
※「work」ページ内の文字が削除されればご自身のやり方で構いません。



４.もしも…
・取引途中にエクセルが止まってしまった場合

P22

次にエクセル上部のメニューから「アドイン」をクリックします。

左上に現れるアイコンから をクリックし
に変更しましょう。

・ここまでの作業が完了しましたら、エクセル右上の を
クリックしエクセルを閉じましょう。

※その際必ず保存を選択してください。

１

２

エクセルを保存し、閉じることが出来ましたら
P19と同じ手順でPCデスクトップ右下 より再度
設定画面を立ち上げましょう。



４.もしも…
・取引途中にエクセルが止まってしまった場合

P23

先ほどP26チェック☑を外した
「エクセルの注文可・不可状態を維持する」を
今度は再度チェック☑を入れ、「OK」を
クリックします。

※ご自身の投資金

再度V2systemアイコンより「取引設定画
面」を立ち上げ、設定に間違いがなければ、
「自動売買スタート」で自動売買を再開す
ることができます。



５.参考設定・参考資料

P24

・ロスカット値の決め方(スイングトレード）

基本的には初期値での運用でも利益を狙えるように設計されています。
もっとも、単にどんな銘柄でも同じ数値で取引するより、銘柄ごとに少しパラメータを
変更すると、より効果的に自動売買を運用することが可能となります。
いくつかの数値の決定方法や、参考設定を掲載しますので、ご自身のご投資の参考に
してみてください。

①日足の下値抵抗線で決める

上図の赤い線のように、直近何度も特定の価格帯が地面のように作用し、同価格帯で
跳ね返る株価推移が良く見られます。
この線は「下値抵抗線」と言われ、この線を割り込むと続落の可能性が高まると
言われています。
言い換えれば、この線の少し下の価格を「ロスカット値」とする事で、銘柄ごとに
ロスカットの値を変える参考になります。

ロスカットは「取得単価」からの計算となるため、エントリー初日は前日終値からの
計算で設定し、エントリー翌日以降は「取得単価」からの計算にロスカット値を変更
しておくと良いでしょう。

計算方法：（（「取得単価」÷「ロスカット株価」）-1）×100

②移動平均線で決める

紫の線(25日移動平均線)を斜面に見立て、坂を跳ね昇るような動きをしていることが
お分かりかと思います。
先ほどの下値抵抗線と同じく、この線から少し下の価格をロスカット価格とするのも
有効な手だと言われています。



５.参考設定・参考資料

P25

・逆指値やロスカット値の決め方(デイトレード）

①500円以下の低位株や、板の薄い銘柄の場合の逆指値

■「第一逆指値 決済％」は 0.5％以下にしない

自動売買は成行で注文を行います。
成行注文を行うと、注文時の株価ではなく、注文板に発注がある上下1円以上ずれた
株価で売り買いが成立します。
500円以下の銘柄は、1円動くだけで損益率が0.2％以上動く為、
0.5％程度の利益確定で決済したと思ったら、実際の約定価格が数円ずれて、結局
利益確定注文のはずが僅かに損をして終了という事が起こりえます。

いくら出来高の多い銘柄を選んだとしても、板の薄い銘柄については、
そもそも自動売買に向いていないので気を付けましょう。

【板の厚い銘柄】

注文が1円おきにびっしり詰まって
注文株数も多い。

【板の薄い銘柄】

注文の値が飛び飛びで、隙間が
空いている。
注文株数も少ない。

①デイトレードでのロスカット値

■続伸(買い)を狙うなら、前日、前々日の最安値を一つの基準に

デイトレードでは日中の値幅率が大きい銘柄を狙う為、ある程度大き目なロスカット
設定にしておかないと、序盤の振るい落としなどで、ロスカットした後に株価が上昇
してしまう事があります。

かといって8％以上の大きすぎるロスカット値はリスクが増える為、前日、前々日の
最安値が8％以内なら、両日の最安値をロスカット基準に添えてみてもよいでしょう。

また、前日が大陽線の場合、前日終値以上で寄り付いた銘柄は、前日の始値を
ロスカット基準としてみても良いかもしれません。


