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はじめに

　日頃、当社をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

当社オンライン・トレードサービスをお申込みいただいたお客さまが、パソコン

操作をされる際の手引きとして、本ガイドブックを作成しましたので、ご活用く

ださい。

■当社のオンライン・トレードシステムでは、以下の OS・ブラウザ（閲覧用の
ソフトウェア）で動作確認済です。

商号等：静銀ティーエム証券株式会社
金融商品取引業者：東海財務局長（金商）第10号
加入協会：日本証券業協会

上記以外の OS・ブラウザの組み合わせでのご利用の場合、画面によっては縦・
横スクロールバーが表示されることがあります。

※ブラウザのJavaScript、スタイルシート、cookieを「利用可」にしてください。

※2020 年 10 月 26 日から、 Internet Explorer のバージョン９以前ではオン
　ライン・トレードにログインできません。

機種 オペレーティング･システム（OS） ブラウザ

PC

Microsoft Edge85.x
IE11.x
Firefox81.x
Chrome85.x

Windows 10
  ※タブレットモードを除く

IE11.x
Firefox81.x
Chrome85.x

Windows 8.1
  ※Metro モードを除く

（2020年 11月現在：最新の動作環境は当社ホームページでご確認ください）

Safari13.xMac OS 10.15 (Catalina)

タブレット
標準ブラウザ(Safari)

iOS (12.x)

標準ブラウザ(Chrome85.x)Android (6.0, 7.x, 8.x, 9.0)

iPad OS(13.x, 14.x)

スマートフォン
標準ブラウザ(Safari)iOS (12.x, 13.x, 14.x)

標準ブラウザ(Chrome85.x)Android (6.0, 7.x, 8.x, 9.0, 10.0)
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オンライン・トレードによるお取引についてのご説明

　弊社は、お客さまに金融商品をご購入いただくにあたり、投
資に係るリスクおよび手数料等の重要事項をご説明し、お客
さまにご理解いただいた上でお取引をいただいております。オ
ンライン・トレードによるお取引では、弊社からのご説明は画
面上での注記や書面の電子交付により行われますので、これら
の注記や書面をよくお読みいただき、万が一、ご不明の点がご
ざいましたらお取引店にご照会・ご確認をされる等により十分
ご理解いただいた上で、お客さまご自身の判断と責任において
行っていただくようお願いいたします。
　また、お客様コードおよびパスワードは、ご本人さまで厳格
に管理いただくことをお願いするとともに、ご本人さま以外の
方の使用をお断りさせていただきます。
　なお、ご本人さま以外の方が取引を行っている疑いがある
場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、
お客さまへの確認を実施させていただいております。
　また、海外への転居等により非居住者となる場合はオンライ
ン・トレードの利用を中止させていただくことになります。

（１）投資信託のお取引に関する法定書面の交付について
　投資信託のお取引では、個別の銘柄ごとに商品のリスクや
手数料等を記載した「目論見書」を電子交付させていただき
ます。オンライン・トレードで投資信託を購入される場合には、
これらの電子交付書面を事前にお読みいただき、ご理解され
たことを画面上で確認させていただく手続きとなっております
ので、よろしくお願いいたします。
　「目論見書」は、一度お読みいただいた後も、口座情報画面
の目論見書交付一覧からいつでもお読みいただくことができま
す。
　また、電子書面を初めてお客さまに交付させていただく際に
は、電子交付の仕組み等についてのご説明を画面上で行い、
その内容についてお客さまのご承諾をいただいてから行いま
す。電子交付方式についてのお客さまの ご承諾をいただく画面
は、初回の電子交付時にのみ表示されます。

（２）上場有価証券等書面のご理解確認手続きについて
　オンライン・トレードサービスにログインなされたときに、「上
場有価証券等書面」をお読みいただき、お客さまのご理解を
確認させていただくための画面が表示される場合がございま

す。株式等の上場有価証券のお取引について交付が義務づけ
られている「上場有価証券等書面」は、弊社からお客さまに
文書でお渡ししておりますが、画面上でもお読みいただくこと
ができます。書面の内容をご理解いただいている場合には、画
面の指示に従って理解確認手続きを行ってください。

（３）最良執行方針による株式注文の受け付けについて
　お客さまに文書でお渡ししている「最良執行方針」には、
複数市場に上場されている銘柄のご注文をお受けした場合の
弊社の取り扱いをご説明しております。オンライン・トレードサー
ビスでは、ご注文を取り次ぐ市場を「当社最良執行市場」にセッ
トしてあります。お客さまが取り次ぎ先の市場を指定する場合
は、株式注文画面の「こちらの注意事項等」をよくお読みい
ただいた上でご入力いただきますようお願いいたします。なお、
「最良執行方針」は、弊社ホームページ上でもお読みいただけ
ます。

（４）インサイダー取引規制について
　上場会社等の会社関係者が、会社の業務等に関する重要な
情報を知って、公表前にその会社の株式等の売買を行うことは
法律で禁止されています。インサイダー取引を未然に防止する
ために、弊社では、お客さまが上場会社等の会社関係者に該
当する場合には、お客さまからお届けいただき、これを弊社シ
ステムに登録しております。なお、会社関係者に該当する場合
には、オンライントレードから発注いただけませんので、お取
引店までお申し出ください。何卒ご理解のうえ、お取引店にお
届けいただきますようお願いいたします。

（５）株式取引の入力手続きの完了確認について
　株式取引では、お客さまのご注文・訂正・取消等のご指示は、
画面上でのご入力手続きが完了するだけでなく、さらに、その
ご指示内容が取引所で受け付けられることで有効となります。
お取引の手続きが有効に完了しない場合は、画面上でエラー
表示がなされますが、取引所までの手続きがすべて完了するま
でに数分かかる場合もございます。そのため、取引所の取引
時間の終了間際のご入力等では、ご入力されたお客さまの注
文や訂正・取消が締切り時間に間に合わないこともありますの
でご注意ください。

オンライン・トレードで使用するお客様コード・パスワードについて

（１）オンライン・トレードで使用するお客様コードとログインおよび取引パスワードについて
　お客様コードおよび初回ログイン時の仮のログインパスワードと仮の取引パスワードは口座開設時に送付しました「オンライン・
トレード手続き完了のご案内」に記載されております。（同時に口座を開設されたお客さまは「口座開設およびオンライン・トレー
ド手続き完了のご案内」を送付いたします。）
　取引パスワードは、オンライン・トレードサービスでお取引などを行なうとき、ご入力されたお取引内容などを最終的にご確認
いただくためにご入力が必要となります。

（２）ログイン・パスワードおよび取引パスワードの変更手続き
　オンライン・トレードサービスに初めてログインされると、ログインパスワードおよび取引パスワードの変更画面が表示されま
すので、次回以降ご使用されるパスワードをそれぞれご登録願います。
　また、ログインパスワードと取引パスワードについては、お客さまご自身で定期的に所定の画面（※1）で変更されることをお
勧めします。尚、両パスワードとも 6桁から16桁までの半角英字（大文字・小文字）・半角数字・半角記号（※2）のうち 2種を
混合して使用の上、変更してください。
　お手数をお掛けして恐縮ですが、セキュリティを強化するための手続きですのでご理解願います。　　　
　　※1…P25「口座情報」タブの「お客様情報画面」
　　※2…ご利用可能な半角記号「#」「+」「-」「/」「.」「:」「_」

（３）ログインパスワード・取引パスワードを失念した場合のお取扱い
　「ログインパスワード」や「取引パスワード」を失念した場合は、パスワードの再設定または再発行の手続きが必要となります。
　詳しくはP5‐（１）をご参照ください。 3



お客さまコードとログインパスワードは半角
入力でアルファベットの大文字・小文字の違
いにご注意ください。
ログインパスワードは口座情報メニューより、
お客さまご自身で変更が可能です。セキュリ
ティを強化するために、パスワードは定期的
に変更されることをお勧めします。

ログイン方法
オンライントレードサービスをご利用いただくには、当社ホームページからログ
インできます。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

ログイン1
（1） 静銀ティーエム証券のホームページからログイン

●『ログイン』をクリック
してください。

1○○△△××

誤ったログインパスワードを６回連続して入力されますと、
ロックがかかり、ログインができなくなります。ロックがか
かってしまった場合やログインパスワードを失念された場合
はログインパスワードの再設定が必要となります。ログイン
パスワードの再設定（または再発行）のお手続きはお客さま
のご登録状況によりご利用いただけるお手続きが異なります
ので、詳しくはＰ5～7をご参照ください。

・WEB上にて完了するお手続き⇒P5
・WEB 上にてお申込いただき、郵送でお知らせするお手続き
　⇒P7

静銀ティーエム証券のホームページ URL  https://www.shizugintm.co.jp/
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お客さまコードとログインパスワードは半角
入力でアルファベットの大文字・小文字の違
いにご注意ください。
ログインパスワードは口座情報メニューより、
お客さまご自身で変更が可能です。セキュリ
ティを強化するために、パスワードは定期的
に変更されることをお勧めします。

ログイン方法
オンライントレードサービスをご利用いただくには、当社ホームページからログ
インできます。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

ログイン1
（1） 静銀ティーエム証券のホームページからログイン

●『ログイン』をクリック
してください。

1○○△△××

誤ったログインパスワードを６回連続して入力されますと、
ロックがかかり、ログインができなくなります。ロックがか
かってしまった場合やログインパスワードを失念された場合
はログインパスワードの再設定が必要となります。ログイン
パスワードの再設定（または再発行）のお手続きはお客さま
のご登録状況によりご利用いただけるお手続きが異なります
ので、詳しくはＰ5～7をご参照ください。

・WEB上にて完了するお手続き⇒P5
・WEB 上にてお申込いただき、郵送でお知らせするお手続き
　⇒P7

静銀ティーエム証券のホームページ URL  https://www.shizugintm.co.jp/

パスワード再設定申込画面で
「お客様コード」「ご生年月日」
「メールアドレス」を入力し、
申込みを行います。別ウイン
ドウが開き、確認番号が表示
され、同時に登録メールアド
レスにメールが送信されます。

WEBによる再設定のお申込みは2020年10月26日以降に、すでにログインしたことがあり、Eメールアドレス
および秘密の質問をご登録いただいている場合にご利用が可能です。（Eメールアドレスおよび秘密の質問を
ご登録いただいていない場合、WEBによる再設定のお手続きはできませんので郵送による再発行のお申込を
お願いします。）
お申込後、ご登録のEメールアドレスに送信されたメール本文に表示されたURLにアクセス後、画面の手順に
沿って、お手続きをお願いします。

パスワードの再設定・再発行（ログインできない場合など）2

ご登録のEメールアドレスに当
社からメールが送付されま
す。メール本文内のURLにア
クセスしていただくと、新し
いウインドが開き、ログイン
パスワード再設定本人確認画
面が表示されます。

現在開いている画面に確認番
号が表示されます。

静銀ティーエム証券からのご連絡

いつも静銀ティーエム証券をご利用いただきありがとうございます、
本メールはログインパスワード再設定手続きのお申込み手続を行ったお客さま
へお送りしています。
ログインパスワード再設定本人確認画面が表示されます。
必要事項を入力してログインパスワード再設定手続きを完了してください。
https：//・・・・・・・・・・・・

（1） ログインパスワードの再設定（WEB）
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前の画面に表示されていた確
認番号を入力してください。

再設定が完了しました。

あらかじめご登録いただいて
いる秘密の質問の回答を入
力してください。

新しいログインパスワードを
入力してください。確認の
ため、再度ご入力をお願い
します。

別ウィンドが開きます
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「口座情報」から「登録
情報照会」をお選びく
ださい。

WEBによる取引パスワード再設定のお申込はEメールアドレスおよび秘密の質問をご登録いただいている場合
にご利用が可能です。（Eメールアドレスおよび秘密の質問をご登録いただいていない場合、WEBによる再設定
のお手続きはできませんので郵送による再発行のお申込みをお願いします。）
取引パスワード再設定のお手続きはログイン後、「口座情報」の「取引パスワード」の「再設定」より行ってい
ただけます。画面の手順に沿って、お手続きをお願いします。

「取引パスワード」の
「再設定」をクリック
します。

（2）取引パスワード再設定（WEB)

電子交付サービス（年間取引報告書等）
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ご登録の「お電話番号」
「Eメールアドレス」を
入力し、申込みを行い
ますと、ご登録のEメー
ルアドレスに当社から
「確認番号」をお知ら
せするEメールが送付
されます。

クリックすると本人確
認画面へ移動します。

お届けしたEメールに
は「確認番号」が記載
されています。

Eメールにてお届けし
た確認番号を入力して
ください。

あらかじめご登録いた
だいている秘密の質問
の回答を入力してくだ
さい。

Eメール本文
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郵送による再発行のお申込みは、お客さま情報（生年月日、電話番号、郵便番号）をご登録いただいている
ことが必要です。
なお、再発行を郵送でお申込みいただく場合、ログインパスワードおよび取引パスワードの両方が再発行さ
れます。どちらか一方のみの再発行はできませんのでご注意ください。

（3） パスワード（ログインおよび取引）の再発行（郵送）

新しい取引パスワード
を入力してください。
確認のため再度ご入力
をお願いします。

再設定が完了しました。

ご登録の「お電話番号」
「Eメールアドレス」を
入力し、申込みを行い
ますと、ご登録のEメー
ルアドレスに当社から
「確認番号」をお知ら
せするEメールが送付
されます。

クリックすると本人確
認画面へ移動します。

お届けしたEメールに
は「確認番号」が記載
されています。

Eメールにてお届けし
た確認番号を入力して
ください。

あらかじめご登録いた
だいている秘密の質問
の回答を入力してくだ
さい。

Eメール本文
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2 初回ログイン

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

初期パスワード変更1

（ログインパスワードの取引パスワードの変更画面）
初回ログイン時に「ログインパスワード」を変更いただくための画面が出ますので、変更をお願いします。

（取引パスワードの変更画面）
次に、「取引パスワード」を変更いただくための画面が出ますので、変更をお願いします。
パスワード変更手続きが完了しませんと次の画面に遷移しませんのでご了承ください。

（ログインパスワード変更受付画面）

（取引パスワード変更受付画面）

○○  ○○

○○  ○○

○○  ○○

○○  ○○

内容をご確認いただき、
登録してください。
質問と回答は３つすべて
入力が必要です。

パスワードの設定、変更等に必要な本人確認情報となりますので、他者に容易に推測されうるものはお避け
ください。（例：出身地はー静岡県）

秘密の質問の登録2

秘密の質問の回答は登録
後のお客さま情報画面等
にも表示されません。
質問と回答をメモしておく
ことをお勧めします。

性別は

じょせいではない

性別は

じょせいではない

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく

性別は

じょせいではない

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく
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内容をご確認いただき、
登録してください。
質問と回答は３つすべて
入力が必要です。

パスワードの設定、変更等に必要な本人確認情報となりますので、他者に容易に推測されうるものはお避け
ください。（例：出身地はー静岡県）

秘密の質問の登録2

秘密の質問の回答は登録
後のお客さま情報画面等
にも表示されません。
質問と回答をメモしておく
ことをお勧めします。

性別は

じょせいではない

性別は

じょせいではない

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく

性別は

じょせいではない

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく

お母さんの旧姓は

はなこ

趣味は

いごとはいく
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お届けした認証キーを入力
し、本登録ボタンを押して
ください。

各種ご連絡等のために、Ｅメールアドレスの登録をお願いいたします。

Eメールアドレス登録3

静銀ティーエム証券メールアドレス本登録のお願い

いつもご利用ありがとうございます。
また、この度は静銀ティーエム証券へのメールアドレスの仮登録をいただ
きありがとうございます。
お客さまの本登録用の認証キーは下記の番号になります。

認証キー
〇〇△△
(半角数字です）

登録が完了しました。

ご登録のEメールアドレスに
当社からメールが送付され、
認証キーをお知らせします。

仮登録するメールアドレスを
入力し、仮登録をクリックし
てください。

仮登録したＥメールアドレスへ、本登録用の『認証キー』を記載したＥメールが届かない場合、①Ｅメールアド
レスのご登録にお間違いがないか、②受信フォルダ以外のフォルダ（例えば「迷惑メールフォルダ」）にＥメー
ルが届いていないか、③ご登録のＥメールアドレスにおいて、メール受信拒否設定を行っていないか等のご確認
をお願いします。上記③の場合、当社送信元ドメイン「＠jp.shizugin.com」からのメールを受信できるように
設定をご変更いただいた後に、仮登録していだいたＥメールアドレスを一旦削除し、再度同じＥメールアドレ
スをご登録いただきますと、本登録用の『認証キー』を記載したＥメールが、ただちに送信されます。
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・同意確認をクリックすると
取引報告書等電子交付の申込
み画面が表示されます。「後
で申込」をクリックすると、
この画面では登録されませ
ん。別画面からのお手続きと
なります。⇒お客さま情報画面

・取引報告書等の電子交付を
登録されると、書面による郵
送は行われなくなります。取
引報告書等の電子交付のお申
込みは、必須ではなくお客さ
まの任意となります。

初回ログイン時に、「取引報告書等電子交付・目論見書等電子交付・契約締結前交付書面等に関する同意確認
画面が表示されます。

取引報告書等電子交付・目論見書等電子交付・契約締結前交付書面等に関する同意確認画面4

チェックボックスにチェックを入れ、同意
するボタンをクリックしてください。

（1） 取引報告書等電子交付の申込み
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（2） 電子交付の確認 （3） 契約締結前交付書面の確認

『次へ』をクリックしますと、
トップ画面へ遷移します。

●すべての項目が同意済み
（もしくは後で申込）となっ
ていないと、次の画面へ進
めません。

ご注意

契約締結前交付書面について、『同意確
認』をクリックして、内容をよくご確認
のうえ、ご同意いただける場合『同意
する』をクリックしてください。
※一度ご同意いただくと、次回からは表
示されません。ただし、有効期限切れ、
書面に変更があった場合に再度表示され
ることがございます。

クリックすると別ウィンドが開きます。

この画面はまだ開いたまま
です。ここに隠れています。

PDFを開くとクリックできるようになります。クリック
して元の画面(別ウインド）に戻ってください。

❶❶

❷❷

❸❸

クリックするとPDFが開きます。
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（3） 契約締結前交付書面の確認

『次へ』をクリックしますと、
トップ画面へ遷移します。

●すべての項目が同意済み
（もしくは後で申込）となっ
ていないと、次の画面へ進
めません。

ご注意

契約締結前交付書面について、『同意確
認』をクリックして、内容をよくご確認
のうえ、ご同意いただける場合『同意
する』をクリックしてください。
※一度ご同意いただくと、次回からは表
示されません。ただし、有効期限切れ、
書面に変更があった場合に再度表示され
ることがございます。

クリックすると別ウィンドが開きます。

この画面はまだ開いたまま
です。ここに隠れています。

PDFを開くとクリックできるようになります。クリック
して元の画面(別ウインド）に戻ってください。

❶❶

❷❷

❸❸

クリックするとPDFが開きます。
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トップ（ホーム画面）
ログイン後、最初に表示される画面です。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

トップ1
トップページでは、買付可能額や出金可能額、当社からお客さまあてのご連絡やお知らせをご確認いただけます。

❶保有資産評価合計
当社にお預けいただいて
いるご資産の時価評価額
の合計です。

❷評価損益合計
当社にお預けいただいて
いるご資産の評価損益額
の合計です。

❸買付可能額
買付可能額の範囲で、株
式・投資信託等のお取引
が可能です。

❹出金可能額
インターネットから出金指
示が可能な金額です。

❺NISA非課税枠
NISAによるお買付が可能
な金額です。

❻お客さま宛のご案内、ご連
絡、当社からのお知らせ

当社よりお客さま宛の重
要なご連絡を掲載してい
ます。

●❶

●❺

●❻

●❷
●❸
●❹

000-0000000 △△
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投資情報
株価をはじめとするマーケット情報を提供します。個別銘柄の株価・チャート、株価ボード（登
録銘柄の一覧機能）、国内および海外の市況情報、ニュース、投資信託のファンド詳細・基準価
額情報、銘柄スクリーニング等の機能をご利用いただけます。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

（常設アイコン）

・メニュータブをクリックすると画面左から「サイドメニュー」が開きます。

・サイドメニュー上部のタブで、メインメニューとブックマークメニューを切り換えることができます。

メニュー

（サイドメニュー）

（メニュー表示あり）
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（サイドメニュー）
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・国内マーケットの主要指標およびニュース（朝イ
チ便利帳、株価材料、決算・業績発表予定、東証
概況、新興市場概況）等がご覧いただけます。

・上記以外に、東証相場・概況、新興市場相場・概況、
債券・ＣＢ、騰落レシオ、投資部門別売買状況、
決算発表カレンダー等がご確認いただけます。

国内

・海外の代表的な主要指標およびＮＹ株式市場の概
況がご覧いただけます。

・上記以外に、アジア株指数、為替相場・概況、政
策金利、ＡＤＲ銘柄がご確認いただけます。

海外・為替（海外指標）

（メニュー表示あり）・よく利用されるページをブックマークに登録することで、簡単にアクセスすることができます。

・ブックマークの登録・解除方法については、上部メニューのブックマークヘルプ画面をご覧ください。

ブックマーク   
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国内
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況がご覧いただけます。

・上記以外に、アジア株指数、為替相場・概況、政
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ブックマーク   
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ツールより４種類の
機能がご利用いただ
けます。

ポートフォリオ
銘柄を登録すると、登録した銘柄の株価情報等
を一覧で表示します。（手動更新）

銘柄比較
株式銘柄や国内指数との価格の対比、および
チャートを表示します。

ツール

スクリーニング　株式銘柄の中から、条件に一致する銘柄を抽出します。

・QUICK、日経QUICKニュース（NQN）が配信する市況ニュー
ス（1日110本程度）をご覧いただけます。

・当日を含め、３ケ月分のニュースが閲覧可能です。

・該当のニュースに関連する銘柄が存在する場合、本文内に
関連銘柄を表示します。

ニュース

・当社が取扱っています投資信託について、基準価額、前日比、基準日、純資産総額を一覧形式でご覧いただけます。

・また、各投資信託のファンド詳細ならびに基準価額の日足情報（過去1年分）をご確認いただけます。

投資信託

＜投信詳細情報＞＜一覧＞

＜基準価額　日足ヒストリカルデータ＞
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ツールより４種類の
機能がご利用いただ
けます。

ポートフォリオ
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＜基準価額　日足ヒストリカルデータ＞
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・画面上部右の銘柄名・銘柄コード入力欄に株式のコー
ドもしくは銘柄名（一部または読み仮名でも可）を入
力し、[検索]ボタンをクリックしてください。

・検索結果が1件のみ存在する場合、対象銘柄の個別銘
柄画面に遷移します。

・検索結果が複数存在する場合、検索結果小窓画面が起
動して銘柄を一覧表示しますので、ご希望の銘柄を選
択してください。

個別銘柄検索

・「ヘルプ」では、投資情報の各画面の使い方や各種情報
についてご説明します。

・各情報画面には、それぞれヘルプがあります。画面右
上にある[？ ]をクリックするとヘルプが表示されます。

ヘルプ

・ご登録されました複数銘柄の株価や気配、出来高等を一
覧形式でご覧いただける自動更新サービスです。

・最大100銘柄（10ページ×10銘柄）までお好きな銘柄を
ご登録いただけます。

・登録した銘柄の株価情報はリアルタイムで自動更新され、
更新の都度、数値の背景色を変更して通知されます。

・画面上部には、14種類の指標情報の中からお好きな指標
を最大3つ選択し表示することができます。

・登録した銘柄情報を3種類の表示形式（銘柄リスト、気配
ボード、指標ボード）でご覧いただけます。

・登録銘柄はパソコン等機器のCookieに保存されますので、
Cookieを有効にしてください。

自動更新ツール

1マイデータ
・売買益目的、配当目的、株主優待目的から
選択し、スタイルごとにアバターを設定し
ます。

・ポートフォリオ総計、前回ログインからの
損益を表示

・直近の損益、前回使用時からの損益を表示

2わたしのルール
・投資活動での気付き等のメモが可能で、スタ
イルごとのプリセットルールを表示

3今日の読み物
・投資スタイルごとに、ガイドを日替わりで
表示、さらに、達成率も表示

4マイヒートマップ
・ポートフォリオに登録している銘柄をヒート
マップで表示銘柄ごとにメモ機能も追加

5ニュースピックアップ
・ポートフォリオに登録されている銘柄に関
連するニュースを表示

マイページ

ご利用者の投資行動を集中管理し、売買に
繋がる情報を一覧できます。

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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初心者の方にもご利用いただけるよう、投資に関する知識を深める「ガイド」を掲載しています。投資活動をサポート
するコンテンツが充実しています。

（例）
株主優待 配当金

ガイド
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するコンテンツが充実しています。

（例）
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ガイド
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株式取引

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

「取引」画面の左メニューから、株式の買付・売付、注文照会、訂正・取消が可能
となります。

国内株式の買付1
（1） 銘柄検索　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『買う』

●銘柄名の一部あるいは全部（全角）また
は銘柄コード（半角数字）を入力し、『検索』
をクリックしてください。

●検索結果一覧から、お買付されたい銘柄
の『現物買』をクリックしてください。

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。　　　ボタンで当該銘柄
の売買単位ごと株数を増減させるこ
とも可能です。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

❺預り区分

　特定口座を開設されている場合、特定預りの買付注文となり、特定口座を未開設のお客さまは一般預りの
買付となります。NISA口座を開設済みのお客さまはNISA預りを選択いただけます。
　預り区分が異なる注文をご希望の場合は、お取引店までお申し出ください。

❻内部者（インサイダー）取引に該当する注文でないことを確認し、
チェックボックスにチェックのうえ、『注文確認画面へ』をクリック
してください。

（1） 銘柄選択　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『売る』

●現在お預かりしている銘柄の一覧の中から売却されたい銘柄の「現物売」をクリックしてください。

（3） 注文内容確認
●ご注文の入力内容を確認し、「取引パスワード」
を入力のうえ、『注文発注』をクリックしてくだ
さい。

●注文受付画面が表示されましたら、『注文照会へ』
をクリックして、ご注文状況をご確認ください。

『現物買』をクリック

●１回のご注文の上限金額は、
5,000万円となります。

ご注意

国内株式の売付2

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

●❶
●❷

●❸

●❹
●❺

●❻ ●❶

●❷

●❸

●❹
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株式取引

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

「取引」画面の左メニューから、株式の買付・売付、注文照会、訂正・取消が可能
となります。

国内株式の買付1
（1） 銘柄検索　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『買う』

●銘柄名の一部あるいは全部（全角）また
は銘柄コード（半角数字）を入力し、『検索』
をクリックしてください。

●検索結果一覧から、お買付されたい銘柄
の『現物買』をクリックしてください。

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。　　　ボタンで当該銘柄
の売買単位ごと株数を増減させるこ
とも可能です。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

❺預り区分

　特定口座を開設されている場合、特定預りの買付注文となり、特定口座を未開設のお客さまは一般預りの
買付となります。NISA口座を開設済みのお客さまはNISA預りを選択いただけます。
　預り区分が異なる注文をご希望の場合は、お取引店までお申し出ください。

❻内部者（インサイダー）取引に該当する注文でないことを確認し、
チェックボックスにチェックのうえ、『注文確認画面へ』をクリック
してください。

（1） 銘柄選択　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『売る』

●現在お預かりしている銘柄の一覧の中から売却されたい銘柄の「現物売」をクリックしてください。

（3） 注文内容確認
●ご注文の入力内容を確認し、「取引パスワード」
を入力のうえ、『注文発注』をクリックしてくだ
さい。

●注文受付画面が表示されましたら、『注文照会へ』
をクリックして、ご注文状況をご確認ください。

『現物買』をクリック

●１回のご注文の上限金額は、
5,000万円となります。

ご注意

国内株式の売付2

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

●❶
●❷

●❸

●❹
●❺

●❻ ●❶

●❷

●❸

●❹
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（3） 注文内容確認

●ご注文の内容（注文株数、単価等）を確認し、よろしければ「取引パスワード」を入力のうえ、『注文発注』
をクリックしてください。

（1） 注文照会一覧　　『取引』→『国内株式』→『注文照会・訂正・取消』
●注文を訂正・取消する場合は、『訂正』『取消』をクリックしてください。

注文内容照会・訂正・取消3

●注文株数と注文単価は同時に訂正できま
せん。

ご注意

１．注文訂正入力 １．注文取消入力

●訂正後の注文事項を入力後、『注文訂正確認画面へ』
をクリックしてください。

●訂正内容を確認後、「取引パスワード」を入力のう
え、『注文訂正』をクリックしてください。

●ご注文完了後は、『注文照会へ』をクリックして、必ずご注文状況をご確認ください。
●注文訂正・注文取消の受付が完了しても、取引所で受付けた時点で訂正・取消が間に合わず、注文が約定す
る場合があります。

●取消す注文の内容を確認し、「取引パスワード」を
入力のうえ、『注文取消』をクリックしてください。

『取消』

●『注文詳細』をクリック
すると、約定単価や注
文履歴が確認できます。

『訂正』

注文訂正 注文取消

株式取引

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

「取引」画面の左メニューから、株式の買付・売付、注文照会、訂正・取消が可能
となります。

国内株式の買付1
（1） 銘柄検索　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『買う』

●銘柄名の一部あるいは全部（全角）また
は銘柄コード（半角数字）を入力し、『検索』
をクリックしてください。

●検索結果一覧から、お買付されたい銘柄
の『現物買』をクリックしてください。

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。　　　ボタンで当該銘柄
の売買単位ごと株数を増減させるこ
とも可能です。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

❺預り区分

　特定口座を開設されている場合、特定預りの買付注文となり、特定口座を未開設のお客さまは一般預りの
買付となります。NISA口座を開設済みのお客さまはNISA預りを選択いただけます。
　預り区分が異なる注文をご希望の場合は、お取引店までお申し出ください。

❻内部者（インサイダー）取引に該当する注文でないことを確認し、
チェックボックスにチェックのうえ、『注文確認画面へ』をクリック
してください。

（1） 銘柄選択　　『取引』→『国内株式』→『現物取引』→『売る』

●現在お預かりしている銘柄の一覧の中から売却されたい銘柄の「現物売」をクリックしてください。

（3） 注文内容確認
●ご注文の入力内容を確認し、「取引パスワード」
を入力のうえ、『注文発注』をクリックしてくだ
さい。

●注文受付画面が表示されましたら、『注文照会へ』
をクリックして、ご注文状況をご確認ください。

『現物買』をクリック

●１回のご注文の上限金額は、
5,000万円となります。

ご注意

国内株式の売付2

（2） 注文入力
❶市場

　執行市場を選択してください。

❷株数

　注文株数（半角数字）を入力して
ください。

❸単価

　指値または成行を選択し、指値の
場合は注文単価を半角数字で入力し
ます。
　執行条件を付加する場合は、執行
条件（寄指・引指・不成）を選択して
ください。

❹期間

　注文期間を選択してください。
　期間指定の場合は、当日を含めて
７営業日先まで指定できます。

●❶
●❷

●❸

●❹
●❺

●❻ ●❶

●❷

●❸

●❹
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（3） 注文内容確認

●ご注文の内容（注文株数、単価等）を確認し、よろしければ「取引パスワード」を入力のうえ、『注文発注』
をクリックしてください。

（1） 注文照会一覧　　『取引』→『国内株式』→『注文照会・訂正・取消』
●注文を訂正・取消する場合は、『訂正』『取消』をクリックしてください。

注文内容照会・訂正・取消3

●注文株数と注文単価は同時に訂正できま
せん。

ご注意

１．注文訂正入力 １．注文取消入力

●訂正後の注文事項を入力後、『注文訂正確認画面へ』
をクリックしてください。

●訂正内容を確認後、「取引パスワード」を入力のう
え、『注文訂正』をクリックしてください。

●ご注文完了後は、『注文照会へ』をクリックして、必ずご注文状況をご確認ください。
●注文訂正・注文取消の受付が完了しても、取引所で受付けた時点で訂正・取消が間に合わず、注文が約定す
る場合があります。

●取消す注文の内容を確認し、「取引パスワード」を
入力のうえ、『注文取消』をクリックしてください。

『取消』

●『注文詳細』をクリック
すると、約定単価や注
文履歴が確認できます。

『訂正』

注文訂正 注文取消
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●取扱時間
インターネットでの注文受付時間は次のとおりです。

　 　
なお、営業店での注文受付時間は、当社営業時間
とさせていただきます。
また、当社では前場・後場の引けまでのご注文を
お受けいたしますが、市場への伝達には時間を要
しますので、前引・大引直前に出されたご注文に
ついては引けに間に合わず執行されない場合もあ
りますのでご了承ください。
また、同じ理由から前場・後場寄付直前に出され
た寄付注文も執行されない場合もありますのでご
注意ください。

●発注上限株数
ご注文の上限株数を売買約定代金５０百万円相当
の株数までとさせていただきます。それを超える
株数のご注文は分割して発注いただくか、お取引
店にご相談ください。

●注文訂正および取消における留意点
システム上の制約により、下記時間帯はご注文の
訂正および取消を画面上入力されても、取引所が
注文の受付を開始するまで訂正手続きおよび取消
手続きを完了できません（訂正中、取消中が表示
されます）のでご注意ください。
なお、その間ご注文相当額の前受金もしくは売却
される株数も訂正できませんので、他に前受金の
余裕もしくは株数がない場合は、新たな買注文も
しくは売注文を入力することができませんのでご
留意ください。
　６時００分　～　　８時００分頃
１１時３０分　～　１２時０５分頃

＜株式取引について＞

営業日

0:00～2:00

6:00～15:00

15:35～24:00

　

当日注文 

当日注文 

翌営業日注文

 
休　日 

0:00～2:00

6:00～24:00

　 

翌営業日注文 

翌営業日注文 
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投資信託

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

「取引」画面の左メニューから、投資信託の買付・売付、注文照会・取消が可能と
なります。

投資信託の買付1
（1） 銘柄検索　　『取引』→『国内投資信託』→『投信注文』→『買う』

（2） 目論見書等の内容確認

（3） 投資信託買付のご注文

『投信買』をクリック

❶金額

買付金額を入力してください。

❷預り区分

　開設されている口座（特定・NISA）が
表示されます。
　何も開設されていない場合は「一般預
り」と表示されます。

●買付可能な銘柄一覧が表示されます。
●「ファンド名」「委託会社」「分配金取扱（受
取型・再投資型）」を検索条件として、お
買付されたい銘柄を検索することができ
ます。
●お買付されたい銘柄の『投信買』をクリッ
クしてください。

●買付銘柄の目論見書が表示されます。
　目論見書をクリックしますと、目論見書
ファイルが別ウィンドウで開きます。
　内容を確認のうえ、『同意する』をクリッ
クしてください。

●❶

●❷
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（1） 銘柄選択　　『取引』→『国内投資信託』→『投信注文』→『売る』

（2） 投資信託売付のご注文

（4） 注文内容確認

投資信託の売付2

●売却単位を「口数」「全数」より選択し、「注文確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

●売却可能な銘柄一覧が表示されます。

●ご注文内容を確認後、「取引パスワード」を入力のうえ、
「注文発注」をクリックしてください。
●注文受付画面が表示されましたら、『注文照会へ』をクリッ
クして、ご注文状況をご確認ください。
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投資信託の注文照会・取消3
（1） 注文照会　　『取引』→『国内投資信託』→『注文照会・取消』

（3） 注文内容確認

（2）注文の取消し

●注文の入力日から約定日まで、
注文内容が表示されます。
●注文を取消す場合は、「取消」を
クリックしてください。
　（注文締切時間を過ぎた場合は、
「取消」ボタンは表示されませ
ん。）

●取消す注文の内容を確認し、
『取引パスワード』を入力のうえ、
『注文取消』をクリックしてくだ
さい。
●投信注文取消しの受付画面が表
示されましたら、「注文照会へ」
をクリックしてご注文状況をご
確認ください。

●ご注文内容を確認し、「取引パスワード」を入力のうえ、
『注文発注』をクリックしてください。
●注文受付画面が表示されましたら、『注文照会へ』をクリッ
クして、ご注文状況をご確認ください。
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「口座情報」画面の左メニューから、投資信託積立契約の買付、契約内容の照会・
変更・取消が可能となります。

（1） 銘柄検索　　『口座情報』→『定期買付契約』→『投信積立契約申込』

（2） 目論見書等の内容確認

●ファンドの検索ができます。
●ファンド名を直接入力することにより絞
込検索ができます。
●申込みをされたいファンドの『申込』ボ
タンをクリックしてください。

●申込みをされたファンドの目論見書が表
示されます。
●目論見書をクリックしますと、目論見書
ファイルが別ウィンドウで開きます。
●内容を確認のうえ、『同意する』をクリッ
クしてください。

投資信託積立

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

投資信託定時定額買付1

7
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（4） 契約申込の確認　

（3） 契約申込の入力

●初回積立月を自動で表示します。買付日
（毎月10日。休日の場合は翌営業日）の
3営業日前の20時までに申込入力した場
合は、当月買付開始、以降は翌月買付開
始となります。
●買付の払込金は、お客さまのＭＲＦまた
は円貨預り金からお引落しとなります。
●買付日（毎月10日。休日の場合は翌営業
日）の2営業日前に払込金相当額を確認
できなかった場合は、その月の買付は行
われません。

●また、積立契約による買付が複数ファンド
ある場合で、払込金全額分に相当する残高
の確認ができなかった場合は、いずれの
ファンドについても買付は行われません。

●注文内容を確認後、「取引パスワード」を入
力のうえ、『申込』をクリックしてください。

❶毎月の積立額
　10,000円以上10,000円単位で入力
してください。

❷毎月の積立日
　プルダウンから選択してください。選
択できる積立日は『10日』のみとなり
ます。

❸特定月の積立額
　毎月の積立額に増額したい金額を加えた
金額を10,000円単位で入力してくださ
い。
例）毎月10,000円の積立額にお客さま
が、6月と12月に20,000円増額し
たい場合は、6月と12月の積立額は
30,000円で入力します。　

❹ＮＩＳＡ優先
　NISAで購入する場合はチェックをい
れてください。
※NISAで購入する場合は、NISA口座の
開設が必要です。NISA口座が未開設
で『NISA優先』のチェックを入れた
場合は、エラーとなります。

●『投資信託定時定額買付取扱約款』のファ
イルを表示の上、内容をご確認してくだ
さい。
●確認のボックスにチェックを入れた上、
『確認画面へ』のボタンをクリックしてく
ださい。

●❶
●❷

●❸

●❹
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（4） 契約申込の確認　

（3） 契約申込の入力

●初回積立月を自動で表示します。買付日
（毎月10日。休日の場合は翌営業日）の
3営業日前の20時までに申込入力した場
合は、当月買付開始、以降は翌月買付開
始となります。

●買付の払込金は、お客さまのＭＲＦまた
は円貨預り金からお引落しとなります。

●買付日（毎月10日。休日の場合は翌営業
日）の2営業日前に払込金相当額を確認
できなかった場合は、その月の買付は行
われません。

●また、積立契約による買付が複数ファンド
ある場合で、払込金全額分に相当する残高
の確認ができなかった場合は、いずれの
ファンドについても買付は行われません。

●注文内容を確認後、「取引パスワード」を入
力のうえ、『申込』をクリックしてください。

❶毎月の積立額
　10,000円以上10,000円単位で入力
してください。

❷毎月の積立日
　プルダウンから選択してください。選
択できる積立日は『10日』のみとなり
ます。

❸特定月の積立額
　毎月の積立額に増額したい金額を加えた
金額を10,000円単位で入力してくださ
い。
例）毎月10,000円の積立額にお客さま
が、6月と12月に20,000円増額し
たい場合は、6月と12月の積立額は
30,000円で入力します。　

❹ＮＩＳＡ優先
　NISAで購入する場合はチェックをい
れてください。
※NISAで購入する場合は、NISA口座の
開設が必要です。NISA口座が未開設
で『NISA優先』のチェックを入れた
場合は、エラーとなります。

●『投資信託定時定額買付取扱約款』のファ
イルを表示の上、内容をご確認してくだ
さい。
●確認のボックスにチェックを入れた上、
『確認画面へ』のボタンをクリックしてく
ださい。

●❶
●❷

●❸

●❹

（5） 契約申込の受付
●『投信積立契約照会へ』ボタンをクリック
すると投信積立契約照会画面へ移動し、
契約内容をご確認できます。

（1） 銘柄検索　　『口座情報』→『定期買付契約』→『投信積立契約申込』

（2） 目論見書等の内容確認

●ファンドの検索ができます。
●ファンド名を直接入力することにより絞
込検索ができます。
●ファンド名の下につみたてNISAのラベル
の表示があるファンドをご選択ください。
つみたてNISA口座が未開設の場合は、つ
みたてNISAで買付可能なファンドは表示
されません。
※つみたてNISAのラベルの表示がないファ
ンドはつみたてNISAではご利用いただけ
ません。
　
●申込みをされたいファンドの『申込』ボ
タンをクリックしてください。

●申込みをされたファンドの目論見書が表
示されます。
●目論見書をクリックしますと、目論見書
ファイルが別ウィンドウで開きます。
●内容を確認のうえ、『同意する』をクリッ
クしてください。

つみたてNISA2
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（3） 契約申込の入力
❶毎月の積立額
　30,000円以下10,000円単位の金額を
入力してください。複数銘柄をお申込みの
場合、毎月積立額の合計金額が30,000円
を超える申し込みはできません。

❷毎月の積立日
　プルダウンから選択してください。選
択できる積立日は『10日』のみとなり
ます。

❸特定月の積立額
　毎月の積立額に増額したい金額を加えた
金額を10,000円単位で入力してください。
例）毎月30,000円の積立額にお客さま
が、6月と12月に20,000円増額した
い場合は、6月と12月の積立額は
50,000円で入力します。

❹ＮＩＳＡ優先
　必ずチェックを入れてください。
※つみたてNISAで購入する場合はつみたてNISA口座の開設が必要です。つみたてNISA口座が未開設で
『NISA優先』のチェックを入れた場合は、エラーとなります。
※つみたてNISA口座を開設しているお客さまが、つみたてNISA専用ファンド以外の銘柄を選択された場
合は、エラーとなります。

●『投資信託定時定額買付取扱約款』のファイルを表示の上、内容をご確認してください。
●確認のボックスにチェックを入れた上、『確認画面へ』のボタンをクリックしてください。

（4） 契約申込の確認　
●初回積立月を自動で表示します。買付日
（毎月10日。休日の場合は翌営業日）の
3営業日前の20時までに申込入力した場
合は、当月買付開始、以降は翌月買付開
始となります。
●買付の払込金は、お客さまのＭＲＦまた
は円貨預り金からお引落しとなります。
●買付日（毎月10日。休日の場合は翌営業
日）の2営業日前に払込金相当額を確認
できなかった場合は、その月の買付は行
われません。
●また、積立契約による買付が複数ファンド
ある場合で、払込金全額分に相当する残高
の確認ができなかった場合は、いずれの
ファンドについても買付は行われません。

●注文内容を確認後、「取引パスワード」を
入力のうえ、『申込』をクリックしてくだ
さい。

●つみたてNISAは、制度上、年間40万円を超える金額はご利用いただけません。
　すべての銘柄の年間積立金額の合計が40万円以下となるようお申込みください。
※年間40万円を超えるお申込みをされた場合、弊社から積立金額の変更をお願いさせていただきます。

ご注意

●❶
●❷

●❸

●❹
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（5） 契約申込の受付
●『投信積立契約照会へ』ボタンをクリック
すると投信積立契約照会画面へ移動し、
契約内容をご確認できます。

（1） 契約照会　　『口座情報』→『定期買付契約』→『投信積立契約照会』
●ご契約している明細をご確認するには、
『投信積立契約照会』画面の『照会』ボタ
ンをクリックします。
●ご契約いただいている明細が表示されま
す。
●契約内容の変更をしたい銘柄の右端に表
示される『変更』ボタンをクリックします。
※『取消』をクリックした場合は、P29の
（5）へ続きます。

契約の照会・変更・取消3
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（2） 契約変更の入力

（3） 契約変更の確認
●買付日（毎月10日：10日が休日の場合
は翌営業日）の３営業日前の20時までに
申込していただいた場合は、当月から変
更となり、以降の申込は翌月からとなり
ます。
●内容をご確認のうえ、「取引パスワード」
を入力し『申込』ボタンをクリックして
ください。

●入力方法は、「（3）契約申込の入力（P23 
or P25）」を参照してください。
※『休止期間』は、休止を開始する年月と終
了する年月を入力してください。休止期
間は最長１年としてください。

※『 NISA優先』は、NISAでの購入をする場
合はチェックをいれてください。NISA購
入をしない場合（課税口座で購入する場合）
はチェックを外してください。

※つみたてNISAの場合は、年間の積立金額
の合計額（複数銘柄お申込みされる場合は
その合計額）が40万円を超えないように
入力してください。
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（4） 契約変更の受付
●変更する内容をご確認し、『投信積立契約
照会へ』のボタンをクリックしてくださ
い。投信積立契約照会画面が表示され、
変更後の契約内容のご確認ができます。
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（5） 契約取消の確認

（6） 契約取消の受付
●『投信積立契約照会へ』ボタンをクリック
してください。投信積立契約照会画面が
表示されますので、取消されたことを確
認できます。
●「契約取消」は積立したファンドの売却で
はありません。ファンドを売却したい場
合は『取引』→『国内投資信託』→『投信注
文』→『売る』より、売却の手続をしてく
ださい。
●買付日（毎月10日：10日が休日の場合
は翌営業日）の３営業日前の20時までに
取消の申込をされた場合は、当月から契
約解除となり、以降に取消の申込をされ
た場合は翌月からとなります。

●契約を解約されたい銘柄の右端に表示さ
れる『取消』ボタンをクリックしますと
左の画面となります。
●内容を確認のうえ、「取引パスワード」を
入力し『契約取消』ボタンをクリックし
てください。
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資産状況
お預かりしているご資産の残高や過去（90日前から前営業日まで）のお取引内容
をご確認いただけます。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

資産状況1

❶預り資産　　『資産状況』→『お預り資産』

●各商品ごとの前日基準の評価額、評価損
益の合計がご確認できます。

『ここをクリック』

●❶
●❷

●❸

●❹
●❺

●❻
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❷各種余力　　『資産状況』→『各種余力』

❸金銭残高　　『資産状況』→『金銭残高』

❹取引履歴　　『資産状況』→『過去のお取引』→『取引履歴』

●株式買付可能額や出金可能額を
確認できます。
●「詳細を表示」をクリックすると、
先行10営業日までの余力を表示
します。

●指定した期間の取引明細を過去
１ヶ月間まで表示します。

●前営業日までの過去18 カ月間の
お取引履歴をご確認いただけま
す。
　また、商品区分、取引区分、預
り区分を選択して、銘柄を絞っ
て表示できます。
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❺株式注文履歴　　『資産状況』→『過去のお取引』→『株式注文履歴』

❻譲渡益税履歴　　『資産状況』→『過去のお取引』→『譲渡益税履歴』

●特定口座内でのお取引について、
損益明細、譲渡損益等を約定日の
翌日より18カ月間ご覧いただけ
ます。

●30日前から前営業日までの日付が
指定可能です。

●『詳細』をクリックすると、約定単
価や約定時間などをご確認いただ
けます。
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入出金

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

証券取引口座から銀行預金口座への送金手続きが本画面から操作できます。また、
証券口座への入金情報も本画面から確認できます。

入出金1
入出金メニューでは、ご出金の申込・取消ができ、出金余力のご確認や入出金の照会が確認いただけます。

●お引出金額を入力し、『出金指
示確認画面へ』をクリックして
ください。

※出金指示可能金額の範囲内での
ご出金となります。

●出金される内容を確認のうえ、
「取引パスワード」を入力後、『出
金指示』をクリックしてくださ
い。

●受付画面が表示されたら、お手
続き完了です。

■出金申込み締切時間
　営業日15：30までの受付→翌営業日に指定口座へ送金
　営業日15：30過ぎの受付→翌々営業日に指定口座へ送金

❶出金指示　　『入出金』→『出金指示』

『ここをクリック』

●❶
●❷
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❷入出金照会　　『入出金』→『入出金照会』

　入出金の受付状況がご覧になれます。
（本日の入金および本日以降の出金予定分）

 　●『取消』をクリックすると、出金依頼を取り消すことができます。（出金依頼取消し画面へ遷移します）
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10 口座情報
口座情報メニューでは、当社にお届け済みのお客さまの情報や当社からお客さまへのメッ
セージを確認できます。また目論見書の閲覧や過去に電子交付を受けた目論見書の交付履歴
を表示できます。

ログイン トップ 投資情報 取　引 資産状況 入出金 口座情報

口座情報1

登録情報照会

『口座情報』→『お客様情報』→『登録情報照会』
　口座情報メニューの「登録情報照会」画面では、
ログインパスワード・取引パスワードの変更や登録
されたお客さま情報の確認ができます。

❶お客さま情報
　ご住所・電話番号等お客様登録情報、金融機関口座
情報、ご投資方針・目的・ご投資経験等当社へのご登
録内容がご確認いただけます。
※ご登録内容をご確認するには、「取引パスワード」の
　入力が必要です。

❷パスワード変更
　ログインパスワード、取引パスワードの変更や
再設定が行えます。

❸口座関連
　特定口座、特定庫管理口座、少額投資非課税口座
（NISA）の開設状況を表示します。

❹電子交付サービス利用状況
　目論見書等電子交付、各種報告書等電子交付の
ご利用状況のご確認や申込みを行っていただけます。

❺各種サービス利用状況
　ワンタイムパスワードサービスのご利用状況の
ご確認や変更、申込みができます。

❻秘密の質問・回答
　質問と回答を予め登録することにより、WEB上での
パスワード変更時のセキュリティレベルを高めます。

❼Eメール通知サービス
　Ｅメールアドレスの登録・変更および、Ｅメール通
知サービスのご利用登録・変更ができます。

電子交付サービス（年間取引報告書等）

●❶

●❺
●❻

●❼

●❷

●❸

●❹

000-0000000
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Ｅメール通知サービス2

Eメール通知サービスをご利用いただくことにより、ご登録いただいたEメールアドレスに株式の約定連絡等
が通知されます。通知内容は以下よりお選びいただけます。

電子交付サービス（年間取引報告書等）

Eメールアドレスの
変更はこちらから

Eメール通知サービ
スのご利用状況の変
更はこちらから
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ご希望の内容をお選
びください。

・国内株式約定通知：発注している注文が約定すると、登録されたEメールアドレスへ通知されます。
・注文失効通知　　：発注している注文が失効すると、登録されたEメールアドレスへ通知されます。
・未約定通知　　　：発注している注文で未約定がある場合、登録されたEメールアドレスへ通知されます。

通知内容を確認し、よろし
ければ「取引パスワード」
を入力のうえ、「変更」ボタ
ンをクリックしてください。
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電子交付サービス（取引報告書等・年間取引報告書等）3

電子書面が発行されると、ご登録のEメールアドレスに通知されます。
電子交付サービスの電子ポスト内の電子書面は発行時より５年間保管され、閲覧することができます。お使い
の端末に保存していただくことも可能です。

（1） 電子交付サービスのお申込み

「口座情報」から
「登録情報照会」
をお選びください。

●●●-▲▲▲▲▲▲▲

電子交付サービス（年間取引報告書等）

51



「取引報告書等電子
交付」の「申込」を
クリックします。

「画面に表示される
「電子交付サービス
利用約款」をご確認
いただいた上、□に✓
（チェック）を入力し、
「確認画面へ」をク
リックしてください。

ここでは文章を省略しています

取引パスワードを入
力し、「申込」ボタ
ンをクリックして下
さい。
お申込み日の翌日の
午前11：30より電子
交付サービスをご利
用いただけます。
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（2） 電子交付サービスによる電子交付書面の閲覧

電子交付サービス（年間取引報告書等）

【取引残高報告書】電子交付のお知らせ

【株式取引報告書】電子交付のお知らせ

【投資信託分配金のお知らせ】電子交付のお知らせ

電子交付サービス
（取引報告書等）で
ご覧いただける書類
はこちらからご確認
ください。

閲覧したい書類を選
んでクリックします。
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保存箱へ移動すると、電子
ポストの一覧には掲示され
ません。（電子ポスト内で
も、保存箱内でも閲覧可
能な期間は変わりません。）

閲覧だけでなく、印刷や
端末に保存も可能です。

【取引残高報告書】電子交付のお知らせ

【株式取引報告書】電子交付のお知らせ

【投資信託分配金のお知らせ】電子交付のお知らせ
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保存箱へ移動すると、電子
ポストの一覧には掲示され
ません。（電子ポスト内で
も、保存箱内でも閲覧可
能な期間は変わりません。）

閲覧だけでなく、印刷や
端末に保存も可能です。

【取引残高報告書】電子交付のお知らせ

【株式取引報告書】電子交付のお知らせ

【投資信託分配金のお知らせ】電子交付のお知らせ

「口座情報」の「お客様
情報」より「電子交付サー
ビス（年間取引報告書
等）」ボタンをクリック
してください。

※電子交付サービスにお
申込済のお客さまが
2021年1月よりクリッ
クできるボタンです。

オンライントレードの電子交付サービスをお申込のお客さまは年間取引報告書の閲覧・印刷が可能です。また、
国税庁の指定するXLM形式のデータの利用により、取得した特定口座年間取引報告書等のデータを申告書に
自動入力ができるようになります。
※2「e-私書箱」とは
野村総合研究所が運営する民間情報送達サービスです。連携する民間企業の電子交付書面の閲覧・管理ができ、
「マイナポータル」とつなぐことで取得した保険料控除証明書や特定口座年間取引報告書等をもとに確定申告等
の手続きが一括して簡便に行えます。

閲覧したい書面をク
リックします。PDFファ
イルとXLMファイル（確
定申告に利用可）が添
付されています。

「e-私書箱連携ボタン」
をクリックすると、e-
私書箱と連携するため
のお手続きのご案内画
面に移動します。詳し
いお手続きはオンライ
ントレード「トップ画面」
⇒「ご案内」⇒「オンライ
ントレード電子交付
サービス（年間取引報
告書等）の利用につい
て」をご参照ください。

（3）電子交付サービスによる取引報告書等の閲覧・e- 私書箱のご利用

電子交付サービス（年間取引報告書等）

閲覧や印刷される場合は、

特定口座年間取引報告書（PDFファイル）を
クリックし、表示してください。

e-Tax等で確定申告（提出）される場合は、

特定口座年間取引報告書（xmlデータ）をクリックし、
データファイルを取得してください。
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ワンタイムパスワードサービスをお申込みいただくことにより、ログイン時のセキュリティレベルを高め、
より安全にオンライントレードサービスをご利用いただけます。なお、ご利用にあたってはスマートフォン
またはタブレット端末が必要です。

ワンタイムパスワード4

こちらよりお申
込みください。

56



取引パスワードを入力
してください。

ワンタイムパスワード
認証アプリはこちら
からダウンロードで
きます。
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QRコードを読み取っ
ていただき、当社オン
ライントレード用のア
カウントを設定してく
ださい。

QRコードが読み取れ
ない場合は、コード
を表示の上、アプリ
に入力してください。
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アプリに表示された
認証コードを入力して
ください。

次回ログイン時からは、ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。
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複数の端末からログイ
ンする場合は、こちら
からコードを再表示し
て下さい。

お使いの端末の機種変更等をされる場合は予め、こちらの画面からワン
タイムパスワードサービスの利用停止手続きを行ってください。ご利用中
の端末上のアプリに当社のオンライントレード用のアカウントが登録され
ているため、（当社のアカウントが登録されているご利用中の）アプリが
機種変更などで失われると、ログインができなくなります。
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本 店 営 業 部

〒420‐0853 静岡市葵区追手町1番13号（アゴラ静岡4階）

〒420‐0853
静岡市葵区追手町1番13号（アゴラ静岡2階）

TEL：054-255-7511

静 岡 駅 南 支 店
〒422-8067
静岡市駿河区南町11番1号（静銀・中京銀静岡駅南ビル2階）

TEL：054-282-5700

清 水 支 店
〒424‐0812
静岡市清水区小芝町2番1号（静岡銀行清水中央支店2階）

TEL：054-367-2000

藤 枝 支 店
〒426-0034
藤枝市駅前1丁目6番4号（静岡銀行藤枝駅支店２階）

TEL：054-645-2110

島 田 支 店
〒427‐0022
島田市本通3丁目6番の2（静岡銀行島田支店1階）

TEL：0547-34-5040

沼 津 支 店
〒410‐0055
沼津市高島本町1番地の1（静岡銀行沼津駅北支店２階）

TEL：055-921-1811

熱 海 支 店
〒413‐0013
熱海市銀座町14番8号（静岡銀行熱海支店3階）

TEL：0557-83-5081

三 島 支 店
〒411‐0838
三島市中田町10番29号（静岡銀行三島支店2階）

TEL：055-972-9100

富 士 支 店
〒417‐0055
富士市永田町１丁目70番地（静岡銀行富士中央支店２階）

TEL：0545-51-2211

浜 松 支 店
〒430-0944
浜松市中区田町322番地の7（アゴラ浜松2階）

TEL：053-458-7700

掛 川 支 店
〒436-0056
掛川市中央1丁目22番地の10（静岡銀行掛川支店2階）

TEL：0537-22-0080

磐 田 支 店
〒438‐0073
磐田市二之宮東1番地1（静岡銀行磐田支店2階）

TEL：0538-36-1411

浜 松 西 支 店
〒432‐8061
浜松市西区入野町9784番地の1（静岡銀行入野支店１階）

TEL：053-449-5500

浜 松 北 支 店
〒433‐8114
浜松市中区葵東１丁目5番2号（静岡銀行葵町支店2階）

TEL：053-420-1851

浜 北 中 央 支 店
〒434‐0038
浜松市浜北区貴布祢318番地の1（静岡銀行浜北支店2階）

TEL：053-586-7811

横 浜 支 店
〒220-0011
横浜市西区高島2丁目19番12号（スカイビル22階）

TEL：045-548-4888

横浜支店小田原営業所
〒250-0011
神奈川県小田原市栄町１丁目１番15号（ミナカ小田原３階）

TEL：0465-46-8113

フリーダイヤル：0120-23-1184（本社サポートセンター 受付時間：平日9時～17時）本 社

お問い合わせ先

山 梨 本 店
〒400-8601

山梨県甲府市丸の内１丁目20番8号（山梨中央銀行本店2階）

TEL：055-244-7821



［令和3年4月改訂］




