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はじめに

POEMS 2.0へのログイン
ステップ 1: URL https://www.poems.com.sg とタイプする

互換性チェック
互換性を確認することで、POEMS2.0のパフォーマンスを最大化するために
ユーザーのシステムで有効にする必要があるものを特定します。
p2.poems.com.sg上でブラウザの互換性をクリックして、システムの互換性
チェックを実行します。

ステップ 2: www.poems.com.sgの場合、右上隅にログインの詳細を入力します。
p2.poems.com.sgの場合、提供されたフィールドにログインの詳細を入力します。
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はじめに

既存のPOEMSからウォッチリストをインポートする
（既存のPOEMSクライアントの場合。新規クライアントの場合、ウォッチリストの作成方法については、7ページを参照してください）

ステップ 1: Trade( LP2) タブで、
Watchlist サブタブをクリックし、
ドロップダウンリストをクリッ
クして、Import Watchlist を選択
します。
ステップ 2: 銘柄/ウォッチリス
トを左の列（既存の POEMS）
から右の列（POEMS 2.0）にド
ラッグ＆ドロップします。

Drag
and
drop

POEMS 2.0 でウォッチリストを
作成する場合は、7ページに進
んでください 。

注 : POEMS 2.0のウォッチリストは、POEMS Mobile2.0と同期されます。
POEMS 2.0でウォッチリストを編集すると、POEMS Mobile 2.0のウォッチリストに影響
し、その逆も同様です。
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はじめに
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概要
1. メインナビゲーターバー

1

2. 新しいタブの追加 (ワークスペース)
3. 銘柄検索
4. 高度な検索

8

10

5. アラート
6. 設定
7. ログアウト
8. 株価情報
9. 注文ステータス

9

11

10. 取引

11. ニュース
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Prices (LP1) / 株価 (LP1)
ウォッチリストに登録しているトップ30銘柄すべてのリアルタイム / 遅延株価データを表示します。

c

a
d

g

f

i
h

b

j

e

k

a. 商品タイプの選択

e. 主なセクターのリストから選択

i.

b. 証券取引所の選択

f. 銘柄をアルファベット 順に表示するドロップダウンリスト

j.

c. ストリーミングとスタティックの切り替え

g. グローバルウォッチリストに移動

k.

d. 取引量、値上率、値下率のトップ30銘柄

h. 列で並べ替え（個々の列のヘッダーをクリック）

.
ウォッチリストに追加する銘柄を検索
高度な検索機能
アイコンをクリックして銘柄の取引情報を表示
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Watchlists / ウォッチリスト (銘柄の追加)
ウォッチリストに銘柄を追加する3つの方法

方法 1: 銘柄を右
クリックする
ステップ 1: Price
(LP1) またはTrade
(LP2) 内の銘柄を右
クリックして、サ
ブメニューを表示
します 。
ステップ 2: [Add
To] に移動して、追
加するウォッチリ
ストを選択します 。

方法 2: ホバーして
[+WATCHLIST]を
クリック
ステップ 1: マウスを
銘柄の上に移動します。
ステップ 2: [+ウォッ
チリスト] ボタンを
クリックして、追加
するウォッチリスト
を選択します。

7

市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Watchlists / ウォッチリスト (銘柄の追加)
ウォッチリストに銘柄を追加する3つの方法

方法 3: 基本検索ま
たは高度な検索機能
の使用

a
b

ステップ 1: Prices
(LP1) または Trade
(LP2) の Watchlist サブ
タブに移動します。

c
d

ステップ 2: 基本検索ま
たは詳細検索を使用し
て銘柄を検索します。
推奨銘柄のリストが表
示されます。
ステップ 3: 銘柄をク
リックして、選択した
ウォッチリストに追加
します。

g

f

e

h
i
a.
b.
c.
d.
e.

商品タイプの選択/選択の解除
証券取引上の選択/選択の解除
名前または記号で銘柄検索
以下に表示された全銘柄の選択/選択の解除
個別銘柄の選択/選択の解除

f.
g.
h.
i.

1ページに最大30個の銘柄を表示
検索結果
追加するウォッチリストの選択
クリックして選択したウォッチリストに銘柄
を追加
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Watchlists / ウォッチリスト
(カスタマイズ)
列を再配置してカスタマイズします。

列の追加/削除

列の再配置

サブメニューの列ヘッダーを右
クリックして列を編集します。

列をクリック＆ドラッグし、順序を並べ
替えます 。

最近追加された銘柄
の位置
デフォルトでは、
ウォッチリストに追加
された新しい銘柄は最
後の行に表示されます。
銘柄の行をクリック＆
ドラッグして、順序を
並べ替えます。

ウォッチリストの表示
の変更
パネルビューに切り替え
ます。
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Chart Live / チャートライブ
リアルタイムストリーミングチャート、カスタマイズ可能な設定、テクニカルインジケーター
全画面表示

ポインターツール
水平線
垂直線
投影線
トレンドライン
平行線
スナップ線
アーク
四角形

f
a

b

c

d

e
l

g

h

フィボナッチ・リトレースメン
ト

フィボナッチ・ファン
フィボナッチ・ サイクル

フィボナッチ・アーク

i

フィボナッチ・エクスパンショ
ン

テキスト
上矢印
下矢印
消去
全消去

a. サイクルの変更
b. 期間の変更
c. インジケーターの追加
d. チャートの設定
e. 名前または記号で銘柄を検索
f. 検索機能から追加して銘柄を選択

j

g. 銘柄名と詳細
h. 描画ツール
i. 右クリックでチャート表示の設定
j. インジケーターのディスプレイ
k. タイムラインナビゲーター
l. チャート画像のエクスポート / 印刷

k
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Market Depth / 板情報
SGX およびHKEx での取引の売買価格の全リストを表示します。

板情報の購読

板情報ウィンドウ
を開く

a
c

ステップ 1: [Prices
(LP1)] または [Trade
(LP2) ] 内の特定の銘
柄を右クリックして、
サブメニューを表示
します 。

b

ステップ 2: [Market
Depth ]または[Show
All]を選択して、
[Market Depth ]ウィ
ンドウまたは選択し
たカウンターを表示
します。
*注: [Enhanced
Market Depth]は現
在、SGXでのみ利

用可能です。

d
a.
b.
c.
d.

SGX / HKEx の銘柄を検索して板情報を表示
さまざまな株価での売買数量
新しい取引ウィンドウを開く
各株価*での売買数量を合計した買/ 売注文の数

ステップ 1: [Market Data & Rewards] タブで、[New Subscriptions] をクリックしま
す。

ステップ 2: HKEx の板情報については [Hong Kong Stock Exchange Live Price + Market Depth]
を、SGXの板情報については [SGX Market Depth Access - 20Q (Per Month)]を購読してくださ
い。

注：特典の利用詳細
については、26ペー
ジを参照してくださ
い。
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マーケットのモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Time and Sales / タイム&セールス

Trade Summary / 取引概要

特定銘柄の約定時間と取引データを表示します。

さまざまな価格帯で取引されている取引量から株式の動きを示
します 。

a
c
b

a. 銘柄を検索して、約定時間と
取引情報を表示する
b. 選択された銘柄の毎日の取引
概要 / 情報
c. 新しい取引ウィンドウを開く

a
b

c
d

a. SGX 銘柄を検索して、取引概
要を表示
b. 銘柄の取引データ
c. 新しい取引ウィンドウを開く
d. 取引分布グラフの表示
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

News & Research / ニュース&リサーチ
さまざまなニュースソースや弊社の専門家による調査レポートから収集された最新ニュースを提供します。

ニュース (FACTIVAを搭載)
国または業界ごとに特定銘柄のニュースを検索/
フィルタします。ニュースには、株式、経済、配
当のニュース、アナリストの評価、注目株が含ま
れます。

調査レポート
シンガポール、香港、タイ、米
国、その他の地域のリサーチを
表示します。
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Stock Analytics / 銘柄分析
Phillip の銘柄分析では、上場企業のファンダメンタルズ、評価、
および経営成績に関する洞察を提供します。

›› 重要な株式のファンダメンタルズ
››事業概要
›› 財務データの要約
››ダウジョーンズからの最新のニュースヘッドライン
››財務諸表/投資家向け広報活動へのリンク
›› Recogniaからのテクニカル分析チャート
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Price Alerts / 価格アラート
どこにいても、どのプラットフォームを選択してもアラートを受信できます。 デスクにいる時には ポップアップ通知で価格の変更が通知され
ます。 旅行中も 問題ありません。モバイルプッシュ通知で最新情報を入手できます。

価格アラートのメリット
›› 無料です!
価格アラートはあなたに無料のサービスです。 費用や特
典ポイントは必要ありません！
›› プラットフォーム間で同期されます
価格アラートは、POEMS 2.0とPOEMS Mobile 2.0の間で
自動的に同期されます。
›› サブスクリプションは不要です
価格アラートは自動的にオンになります。アラートを設定
するだけで準備が整います。

価格アラートは以下の方法で受け取ることができます。

›› 株式、CFD、ユニットトラストで利用可能 です

*価格アラートは、SGX、NYSE、NASDAQ、AMEX、BURSA、
LSE、HKEX、TSE、SSE-A、SZSE-Aの取引所で利用できます。

注：価格アラートを受信するオプションの詳細については、36ページを参照してください。

15

市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Price Alerts / 価格アラート (アラートの設定)
方法 1: 銘柄を右クリックする

方法 2: Alerts タブをクリックする

ステップ 1: [Prices (LP1)] または [Trade (LP2)] で銘柄を右ク

ステップ 1: 右上隅の [Alerts] タブをクリックします。

リックして、サブメニューを表示します 。

ステップ 2: [Show All Alerts] をクリックします。
ステップ 2: [Set Alert] に移動すると、アラートを設定する
ためのポップアップが表示されます。

ステップ 3: アラートを設定したい銘柄名を入力してク
リックします。
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市場のモニター方法
Prices (LP1) | Watchlists | Chart Live | Market Depth | Time and Sales | Trade Summary | News & Research | Stock Analytics | Price Alerts

Price Alerts / 価格アラート (アラートの設定)
価格アラートは、以下に基づいて設定できます。

a. 目標の安値および/または高値を入力しま
す。
b. Last Done（終値）、Bid Price（ビッド）、
Ask Price（アスク）に基づいてトリガー
を選択します。
c. 変化率や目標取引量などの基準を追加し
ます。

››目標価格
Bid Price（ビッド） / Ask Price（アスク）また
はLast Done（終値）に基づいて高値または安
値の目標を設定します。
›› 変化率 (%)
終値に基づく増加率または減少率の目標を設定
します。

a

b

d. [Save] をクリックして、価格アラートの
設定を完了します 。

››目標取引量
1日の取引量の目標を設定します。
c

最大50個の価格アラートを設定できます。
[Alerts] タブ> [Show All Alerts] をクリックし

て、アラートを管理します

c
d
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Trade (LP2) / 取引 (LP2)
このタブではライブ価格や取引を表示し、注文ステータスを確認します。

株価の表示
リアルタイム価格でウォッ
チリストをモニターします。
その他のアクションを行う
場合は、特定の銘柄を右ク
リックします。

取引
銘柄詳細、取引リミット
を表示し、注文を送信し
ます 。

ニュース (FACTIVAを
搭載)
注文ステータス
送信された注文のス
テータスを確認します。

国または業界ごとに銘柄
の特定のニュースを検索/
フィルタします。
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Submitting a Trade / 取引の送信
POEMS 2.0 で取引を送信する方法は2つあります。

方法 1: [Trade (LP2)] タブ を使
用する

方法 2: 銘柄を右クリッ
クする

ステップ 1: [View Price] ウィジェッ
トの特定の銘柄をワンクリックしま
す。選択した銘柄の最後に行われた
価格が右側の [Trade] ウィジェット
に表示されます。

ステップ 1: プラット
フォーム全体で銘柄を右ク
リックして、サブメニュー
を表示します。
ステップ 2: サブメニュー
で、Trade < 銘柄名 > を選
択して、新しい Trade ウィ
ジェットを開きます。

ステップ 2: リミット価格と合計数
量*は、ドロップダウンメニューま
たは手動入力で選択できます。約定
価格は、選択した内容に基づいて計
算されます。
ステップ 3: 取引アクション
[BUY/SELL または SHORT SELL
(SGX のみ)] を選択した後、パス
ワード欄にパスワードを入力し、
[BUY/SELL/SHORT SELL ]ボタンを
クリックします。
ステップ 4: 次の画面で[SUBMIT]を
クリックすると、注文が送信されます。

*Quantityメニューの数値は、便宜上、同銘柄で入力さ

れた以前の数量を記憶しています。実際に保有してい
る数量は反映されていません。
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type
[BUY]、[SELL]、または [SHORT SELL] をクリッ
クすると、この確認ウィンドウが表示されます。

Submitting a Trade / 取引の送信
Trade ウィジェットの説明

o. ここで送信する注文の詳細を再確認します。
p. [SUBMIT] をクリックして続行するか、 [<Back]をクリックして前のメニューに戻ります。

a

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

選択された商品タイプ
選択された銘柄の詳細
注文タイプの選択（商品/市場によって異なる）b
取引アクションの選択
手動入力で価格を設定
c
手動入力で数量を設定
フォースキーを有効にする場合はチェックする
e
価格と数量に基づく取引価格
RS 取引タイプの選択 (SGXの場合のみ) : 現金、
CPF、または SRS
j. 現在の注文の決済通貨
k. 現在の注文の有効期限を選択 (グット・ティル・i
デート の設定は30日まで)
l. パスワードの入力
k
m. 現在利用可能な現金、売買リミット
n. 名前または記号で銘柄を検索する
m

n

p
d
o
f

g
h
j
l

p
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Submitting a Trade / 取引の送信
注文の送信後

注文アラート
注文を送信するたびに、注文が受信されたことを通知する注文ア
ラートが右下隅にポップアップ表示されます。注文の撤回や修正
時にも同様にアラートが表示されます。
[Alert Settings ] メニューでアラート設定を変更できます。

注：注文アラートを受信するオプションの詳細については、36ページを参
照してください。

アラートは、右上隅の [Alerts] メニューにも表示されま
す。ボタンをクリックすると、以前に通知されたア
ラートのドロップダウンリストが表示されます。
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Order Status / 注文ステータス
[Order Status] タブで、作業中の注文と過去の注文を表示します。

a

b
d

c

e

本日、過去、または合成の注文を表示する場合に選択します。
現在のステータスで注文をフィルタします。
現在の注文に変更を加えます。
クリックして押したままにすると列が再配置されます。 右クリックして
ヘッダー / 列を削除/追加します。
e 注文番号をクリックして、注文の詳細と履歴を表示します。 ここからも
. 注文を取り消したり修正したりできます 。
a.
b.
c.
d.
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Product and Order Types / 商品と注文タイプ
POEMS 2.0 には15 市場で 9 つの商品タイプがあります。

商品タイプ

注文タイプ

1

STOCKS (株式)

リミット、ストップリミット、リミットイフタッチ、 マーケット、MOO、MOC、定期買付

2

ETF (上場投資信託)

リミット、ストップリミット、リミットイフタッチ、 マーケット、MOO、MOC、定期買付
リミット、ストップリミット、トレイリング・ストップ, イフダン、OCO、コンティンジェン
シー
リミット、ストップリミット、トレイリング・ストップ、イフダン、 OCO、コンティンジェ
ンシー

3

CFD (差金決済取引)

4
5

CFD-DMA (ダイレクトマーケットアクセス)

6

REGULAR FOREX (通常の FOREX)

7

MINI FOREX (ミニ FOREX)

リミット、ストップオンビッド、ストップオンオファー、OCO
リミット、ストップオンビッド、ストップオンオファー、OCOストップオンビッド、OCO ス
トップオンオファー、 OCOリミット

8

FUTURES (先物取引)

リミット、ストップリミット

9

UNIT TRUST (ユニット・トラスト)

バスケット注文

BONDS (債券)

-
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Recurring Order Type / 定期買付注文タイプ
定期的に指定した固定投資額で、一定期間にわたり徐々にポートフォリオを構築します。

定期買付注文の方法
ステップ 1: [recurring order ] ウィジェットを開
きます。 定期買付注文には2つの方法があり
ます。
方法 1: 定期買付注文を設定する銘柄を検索し
ます。選択した銘柄を右クリックし、[Set as
Recurring Orders]を選択します。

方法 2: 新しいウィジェットを作成し、
「recurring」を検索します。 [Recurring
Orders]を選択し、検索バーを使用して目的の
銘柄を検索します。

ステップ 2: 定期買付注文を希望する銘柄で
取引の詳細を入力します。
a. 金額
b. 頻度
c. 開始日
d. 終了日
e. パスワードを入力し、
f. 送信をクリックします。

a

b

c

d

e

注:
• 最小価額は、各通貨（SGD、HKD、USDな
ど）で100ドル以上です。
• 示された額は、銘柄の最小取引数量を決定し
ます。

f
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取引の方法
Trade (LP2) | Submitting a Trade | Order Status | Product and Order Types | Recurring Order Type

Recurring Order Type /定期買付注文タイプ (続き)
定期的に指定した固定投資額で、一定期間にわたり徐々にポートフォリオを構築します。

定期買付注文の方法

ステップ 4: [Recurring Order Status] ウィジェットで注文ステータスをチェックして、詳細が正
しいことを確認します。

ステップ 3: 注文をプレビューします。内容が
正しい場合は、チェックボックスをオンにし
て、確認ボタンをクリックします。

注:
• 実行された定期買付注文は、定期買付注文ステータスウィジェットに反映されます。
• トリガーされていない注文ステータスについては定期買付注文ステータスを確認し、取り消してく
ださい（必要な場合）。
• 定期買付注文がトリガーされると、指値注文として送信され、デフォルトの注文ステータスページ
にのみ反映されます。
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

Announcements / お知らせ
最新の通知やお知らせを常に受け取ります。

a. Attention 注目情報

h

最新のお知らせと市場情報

b. POEMS
Announcements

それぞれの市場に最近追加さ
れた新銘柄リスト

a

b

POEMSプラットフォームに c
関するお知らせ
d

c. Exchange Rate
為替レート

e. New Counters 新銘柄

e
f

各決済通貨の為替レート、
g
オンライン通貨換算

d. Corporate
Action/Dividend
企業活動/配当

f. List of Marginable Stocks
信用銘柄リスト
信用銘柄リスト（証拠金勘定
用） の表示

g. Important Notes
重要な注意事項
重要な先物/外国為替情報（先
物/外国為替口座の場合）

h. Notification 通知
新規および未読の通知があれ
ば通知

銘柄で現在利用可能なボーナ
スと配当のリスト
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

Account Management / 口座管理
口座およびその他の関連情報（株式）を確認します。

a. Outstanding Position
未決済ポジション
b.

f. Calculator 計算機
株式を売買する際のコストと利益/
損失を計算

支払い期限のある取引の未決済ポ
ジション

Account Details 口座詳細
利用可能な現金、クレジットリ
ミットなどを含む口座の詳細

c. Scrip Positions
スクリップポジション

g.

エクイティ取引および/または保有
銘柄の損益パフォーマンスの概要

l. Online Forms
オンラインフォーム

b

引き出し、通貨換算などのオンラ
インフォーム

CAR & CKA フォーム

h. Transactions History
取引履歴
過去12か月間のすべての取引履歴

i.

全口座の実現および未実現損益を
含む保有銘柄情報

Live Positions
ライブポジション

a

m. CAR & CKA Forms

金取引口座を除くすべての口座）

e.

今後の企業活動の表示

当月のすべての取引を表示

Phillipで保有する株銘柄の総数（現

d. Scrap Book
スクラップブック

This Month Transactions
今月の取引

k. Upcoming Corp.Action
今後の企業活動

Settled Positions
決済済みポジション

n.

当月および前月に決済された全て
のポジションを表示

j.

Cash Dividends
現金配当
現在までに処理された現金配当

o.

カスタマーアカウントレビュー
（CAR）およびカスタマーナレッ
ジアセスメント（CKA）フォーム

c

d
e
f
g
h

RWS Acknowledgement
RWSの承認

i

海外上場投資商品の取引に対する
リスク警告声明（RWS）の承認

k

2FA OneKey
二段階認証（2FA）ワンキーデバ
イスの登録/有効化

j

l
m
n
o
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

Bank Account Information /銀行口座情報
リンクされた銀行口座の詳細を確認します。 CPF / SRS投資アカウントをPOEMSトレーディングアクアンとにリンクすることもできます。

（これにアクセスするには、[My Settings ]> [My Account ]> [Stock/UT > [Bank A/C Information ]タブをクリックします。

a. リンクされた銀行口座の詳細
CPF / SRS投資口座をリンクするセク

a

b. ション

リンクする投資口座の種類（CPFOA /

c. CPFSA / SRS）の選択
c
b
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

Deposit Fund / 資金の入金
eNETSでの支払いを介してPOEMSトレーディングアカウントに資金を入金します。
（これにアクセスするには、[Acct Mgmt] > [Deposit Fund]をクリックします）

a. 送金先の POEMS アカウントを
選択します。
取引口座に送金したい金額を入

b. 力します。
c. 送金の詳細を確認し、利用規約
e

を理解した後、送金を続行しま
す。
d. 取引履歴を表示します。
株式および CFD の資金クレ

a
b

e. ジットに関する情報

c

d

eNETS Webサイトのポップアップが eNETS 支払いの続行を許可していることを確認してください。
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

e-Statements / e-ステートメント
e-ステートメントサービスにより、いつでもどこでも口座明細にアクセスできます。
POEMS アカウントと有効な電子メールアドレスをお持ちのお客様はこのサービスに自動登録されます。 登録されると、すべて
のアカウントの口座明細をオンラインでご利用いただけます。

a. 日次/月次/年次明細書の表示を選
a

択します

b

b. e-ステートメントサブスクリプ
ションの管理（書面の明細所/ e-ス
テートメント）

c.
口座番号、商品タイプ、期間で
フィルタ

c

d.

d

ハイパーリンクをクリックして、
e-ステートメントを表示/ダウン
ロード
契約書と月次明細書は、登録日からそれぞれ3か月間と12か月間オンラインで入手できます。
e-ステートメントを表示する準備が整うと、電子メール通知が届きます。
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

a. オプションはデフォルトで選択

Live Positions / ライブポジション

されます。口座の種類に応じて、
さまざまなオプション*を利用で
きます。

エクイティ取引および/または純保有資産のリアルタイムの損益パフォーマンスの概要。

b. ライブポジションの数値がどの
b
a

c

ように計算されるかを説明しま
す。
c. [Show Details] オプションをク
リックして、より詳細な情報を
表示します（つまり、購入/販売
数量、平均購入/販売価格など）。

d. 「市場価額」、「未実現損益」、
「実現損益」を介して、ライブ
ポジションの全体的なパフォー
マンスを表示します。

e. 優先基本通貨（SGD、USD、
HKD） の損益の概要を表示しま
す。
* Cash Plus / Margin / Prepaid Custodian

口座の場合、ライブポジションで既存
の純保有資産（決済済みポジション+未
決済ポジション）を表示できます。

e
d

Cash Plus / Margin / Prepaid Custodian

口座をお持ちでない場合は、日中の取
引のみがここに表示されます。
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口座の管理方法
Announcements | Account Management | Bank Account Information | Deposit Fund | e-Statements | Live Positions | Market Data & Rewards

Market Data & Rewards /
マーケットデータと特典

1
a

b

d

c

2

POEMS マーケットデータと特典プログラムで利用できる特
典とサービスを使用します。

特典の使用方法

e

ステップ 1: [Market Data & Rewards] タブに移動し、
[New Subscriptions] サブタブをクリックします。

f
g

ステップ 2: このタブでは、サブスクリプション / 特典として利用で
きるサブカテゴリにグループ化されたアイテムが表示されます。サ
ブヘッダーをクリックして、項目の完全なリストを表示します。
項目の横にあるチェックボックスをオンにして選択します。
ステップ 3: 十分な特典ポイントが利用可能であることを確認しま
す。
ステップ 4: [Submit] をクリックして、リクエストの確認に進みます。
a. サブスクリプション / 特典に利用可能な商品の表示
b. 購読 / 利用した商品の表示
c. マーケットデータと特典に関する最新ニュース
d. 市場データと特典に関するFAQ
e. それぞれの商品をクリックし、関連情報を参照する。
f. Professional Live Priceに登録する前に、必要な契約を完了す
3
g. る。
必要な支払いを行うための払い戻しフォームに移動する。

4
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プラットフォームのカスタマイズ
Workspaces | Tabs and Widgets | Settings | Alert Settings

Workspaces / ワークスペース
パーソナライズされたワークスペースで取引体験をカスタマイズします。

タブとは？
POEMS 2.0では、取引
の機能とツールはタブ
ごとに整理されていま
す。 デフォルトでは、
標準のタブがセットさ
れています。

ワークスペースとは？

Workspace

各タブ内には、取引ツール
（ウィジェットと呼びま
す）に追加できるワークス
ペースがあり、お好みでグ
ループ化したり、サイズを
変更したりできます。
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プラットフォームのカスタマイズ
Workspaces | Tabs and Widgets | Settings | Alert Settings

Tabs and Widgets / タブとウィジェット

ステップ 3: 新しく作成したタブの矢
印をクリックして、Rename ( 名前の
変更 )、Remove this Tab ( 削除 )、また
は Save tab as ( 保存 ) します。

新しいタブやウィジェットを追加します。

ステップ 2(b): または、ウィジェットストアの
ウィジェットを組み合わせて新しいタブをカス
タマイズすることもできます。

Drag and
drop

新しいタブの追加方法
ステップ 1: 新しいタブを追加するには、[+]ボタン
をクリックします 。
ステップ 2(a): こちらのリストから、推奨
されるタブレイアウトを一つ選択します。

タブごとに最大6つのウィジェットを追加できます
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プラットフォームのカスタマイズ
Workspaces | Tabs and Widgets | Settings | Alert Settings

Settings / 設定
[Settings] で機能および外観の変更を加えます。

a. Preferences 環境設定

セッションタイムアウト期間
の設定とパスワードの変更

c. Alert Settings

スクロールするインデックス
f. のオン/オフの切り替え、表示
するインデックスの選択

Configure Search
検索の設定

g. 高度な検索フィルタとオプ
ションの変更

お好みのテーマ、言語、フォ
ントサイズを選択

b. Login and Password
ログイン&パスワード

e. Configure Indices
インデックスの設定

a

Configure View Price
h. 株価表示の設定

b
c

i.

d

アラートの設定

e
通知のオン/オフの切り替え、
通知する注文ステータスの選 f
択、アラート用のEメールアド
g
レス/携帯電話番号の更新

Trade Settings
d. 取引の設定
取引関連のアクション、パス
ワード認証、デフォルトの取
引数量などの変更

h
i
j

j.

k. My Settings マイ設
定

k

+ウォッチリストのオーバー
レイボタンのオン/オフ

< My Name >
< My Acct No. >

l.

Misc. Settings
その他の設定
Twitter ショートカットのオン/
オフを切り替え

Dual Screen
デュアルスクリーン
このオプションを選択すると
新しい別のPOEMS 2.0 ウィン
ドウが開かれる

My Account マイア
カウント

携帯電話番号、Eメール
アドレス、SRS /銀行情
報などの表示または更
m. 新

l

Restore Workspace
ワークスペースの復元
タブとワークスペースのレイ
アウト全体をデフォルトに戻
す

右上隅の [My Settings]
から設定メニューにア
クセス

Help ヘルプ
m

n

プラットフォーム関連
n. のガイドの参照

Contact Us お問合
せ
取引担当者の詳細の表
示、あるいはメッセー
ジの送信
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プラットフォームのカスタマイズ
Workspaces | Tabs and Widgets | Settings | Alert Settings

Alert Settings / アラートの設定
[Settings]でアラートを設定します。
方法 1:
ステップ 1: 右上隅の [My Settings] から [Settings] メ
ニューにアクセスします。

方法 2:
ステップ 1: 右上隅にある [Alerts] メニューに
アクセスします。
ステップ 2: サブメニューで [Settings] を選択
します。
ステップ 3: アラートの設定をカスタマイズ
します。

ステップ 2: サブメニューで [Alert Settings] を選択します。
ステップ 3: アラートの設定をカスタマイズします。

< My Name >
< My Acct No. >

注: 価格アラートと注文アラートの詳細は、

をクリックしてください。

36

