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パスワード保存機能等を設定されている場合のご注意事項

お手持ちのスマートフォンを盗難・紛失された場合は、
パソコン等よりSBI証券のWEBサイト上でパスワード等を変更手続きいただきますよう
お願いいたします。
なお、以下のお問い合わせ先におきまして、パスワード再発行等を承っております。

＜お問い合わせ先＞
SBI証券カスタマーサービスセンター 0120-104-214
※ 携帯電話からは03-5562-7530をご利用ください。
※IFAコース/IFAコース(プランA)のお客さまは、IFAサポート0120-581-861をご利用ください。
※ダイレクトコースのお客さまは、マネープラザカスタマーサポート0120-142-892をご利用ください。
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基本機能

B

TOPメニュー

スマートフォンサイトのTOP画面（ログイン後）です。

4

A スマートフォンサイトの主要メニューです。

・口座管理
保有証券や、各種余力、信用建玉等を確認でき
ます。

・入出金・振替
総合口座への入出金や他商品口座への振替 を
行うことができます。

・My資産
資産残高や資産の推移、実現損益、配当金・分
配金の履歴を確認できます。

・マーケット
主要指標やランキング情報を確認できます。

A

B クイックメニューです。

クイックメニューを利用すると、よく利用する
画面に、簡単にアクセスできます。
「編集」をタップすると、クイックメニュー
に表示する項目を編集できます。

C クイックメニュー編集画面です。

クイックメニューの左・中央・右のそれぞれ
に表示する項目をプルダウンから選択する
ことで編集できます。

C



基本機能

ログイン

【ユーザーネームでログイン】
ユーザーネームとログインパスワードを入力して「ログイン」ボタンをタップします。

A

5

Aこのマークをタップすると、入力した
パスワードの表示/非表示を切り

替えできます。

※パスワード表示例

A



A

B

C

基本機能

スマートフォンサイトの設定

ユーザーネーム、ログインパスワードや取引パスワードの自動入力、注文確認 画面の省
略等の設定を入力して、「保存」ボタンをタップします。

A ユーザーネーム自動入力を「オン」にする

と、ログイン画面で、保存したユーザー
ネームが自動で入力されます。

B 取引パスワード自動入力を「オン」にする

と、お取引画面で、保存した取引パス
ワードが自動で入力されます。
※オートコンプリート機能は利用いただけません。

C 注文確認画面の省略を「オン」にすると、

注文入力画面から、確認画面を省略し
て注文発注することができます。D

6

D 株価や気配値等の自動更新間隔を選

択することができます。



入出金・振替の流れ

②金融機関を選択し、入金金額・取引パスワードを入力のうえ、「確認」ボタンをタップします。
こちらでは一例として住信SBIネット銀行を選択しています。

即時入金

即時入金のお手続きの流れをご紹介します。こちらでは住信SBIネット銀行利用時のお手続き
を一例に挙げています。

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

ここをタップ

ここをタップ

7



③入力内容を確認のうえ、「入金 実行」ボタンをタップします。

④選択した金融機関(住信SBIネット銀行)のサイトにログインします。

ここをタップ

ここをタップ
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⑤出金口座を選択し、取引パスワードを入力のうえ、「確定」ボタンをタップします。

ここをタップ

⑥即時入金が完了しました。

9



入出金・振替の流れ

リアルタイム入金(振替口座の登録)

リアルタイム入金で、京葉銀行を利用した場合のお手続きの流れをご紹介いたします。
（※リアルタイム入金を利用する場合は、事前に振替口座の登録が必要です。）

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

ここをタップ

②金融機関を選択し、「金融機関口座の登録へ進む」ボタンをタップします。

10

ここをタップ



③別ウィンドウで、申込画面が立ち上がりますので、以後、画面の指示に従い入力を進めて
ください。 最終的に、金融機関の口座情報入力ページに遷移いたします。
(下記画像は、主なページイメージを抜粋しております)

11

申込が正常に終了しましたら、登録が完了するまで今しばらくお待ちください。

※京葉銀行の場合、申込日の翌々営業日AM10:00頃より、
リアルタイム入金をご利用いただけます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～



④口座を追加したい場合は、入金画面内、「振込口座の追加」ボタンから、申込が可能です。
(※追加登録の場合も、初回申込時と同様のお時間を頂戴します)

ここをタップ

12



入出金・振替の流れ

リアルタイム入金(入金指示)

リアルタイム入金で京葉銀行を利用した場合のお手続きの流れをご紹介いたします。

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

ここをタップ

②金融機関を選択し、入金金額・取引パスワードを入力のうえ、
「確認」ボタンをタップします。

13

ここをタップ



③入力内容を確認のうえ、「入金 実行」ボタンをタップします。

ここをタップ

④リアルタイム入金が完了しました。
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入出金・振替の流れ

②「出金」ボタンをタップします。

出金

出金のお手続きの流れをご紹介します。こちらでは住信SBIネット銀行利用時のお手続きを一
例に挙げています。

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

ここをタップ

15

ここをタップ



③振込先金融機関の内容を確認し、出金金額・取引パスワードを入力の上、
「確認」ボタンをタップしてください。

A出金先口座の内容が確認できます。

B出金金額を入力します。

C 取引パスワードを入力します。

A

B

C

ここをタップ

16



④内容を確認のうえ、「出金実行」ボタンをタップします。

ここをタップ

⑤出金手続きが完了しました。
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入出金・振替の流れ

②「振替」ボタンをタップします。

振替

振替のお手続きの流れをご紹介します。こちらでは一例としてFX口座への振替をご紹介します。

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

ここをタップ

18

ここをタップ



③振替口座を選択のうえ、振替金額と取引パスワードを入力し、「確認」ボタンをタップしま
す。

④内容を確認のうえ、「振替 実行」ボタンをタップします。

ここをタップ

ここをタップ
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⑤これで振替のお手続きが完了しました。
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入出金・振替の流れ

①TOP画面の「入出金」ボタンをタップします。

②「照会・取消」ボタンをタップします。

照会・取消

入出金・振替の照会、取消手続きの流れをご紹介します。

ここをタップ

21

ここをタップ



③入金、出金、振替の項目別に履歴を確認できます。

④入金・出金の取消を行うには、対象となる明細の「取消」をタップします。

ここのいずれかをタップ

ここをタップ
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⑤取消する内容を確認のうえ、取引パスワードを入力し、「取消 実行」ボタンをタップします。

ここをタップ

⑥これで取消手続きは完了となります。
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お取引の流れ

②銘柄を検索します。

現物買注文

現物買注文の一例をご紹介します。

①TOP画面の銘柄検索のアイコンをタップします。

銘柄名・コード・キー
ワードを入力して、「検
索」ボタンをタップします

入力予測表示、または
検索結果に表示された
銘柄をタップします。
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株価詳細画面

③注文内容を入力します。

注文入力画面

「注文」ボタンをタップ
します。

「確認」ボタンをタップする
と、注文確認画面に遷
移します。
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④注文内容を確認します。

⑤注文が完了しました。

注文確認画面

注文受付画面

「注文発注」ボタンを
タップします。
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お取引の流れ

②「商品別資産評価 株式（現物）」画面で売却したい銘柄を選択します。

現物売注文

現物売注文の一例をご紹介します。

①TOP画面の「口座管理」ボタンをタップします。

「商品別資産評価」ボ
タンをタップします。

売却したい銘柄をタップ
します。
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③「現物売注文へ」ボタンをタップします。

④注文内容を入力します。

注文入力画面

「確認」ボタンをタップする
と、注文確認画面に遷
移します。

「売」ボタンが選択されて
います。
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⑤注文内容を確認します。

⑥注文が完了しました。

注文確認画面

注文受付画面

「注文発注」ボタンを
タップします。
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お取引の流れ

①TOP画面の銘柄検索のアイコンをタップします。

②銘柄を検索します。

信用新規注文

信用新規買注文の一例をご紹介します。

銘柄名・コード・キー
ワードを入力して、「検
索」ボタンをタップします。

入力予測表示、または
検索結果に表示された
銘柄をタップします。
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株価詳細画面

③「信用」タブをタップして注文内容を入力します。

注文入力画面

「注文」ボタンをタップし
ます。

「確認」ボタンをタップする
と、注文確認画面に遷
移します。

「信用」タブをタップします。
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④注文内容を確認します。

⑤注文が完了しました。

注文確認画面

注文受付画面

「注文発注」ボタンを
タップします。
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お取引の流れ

②「商品別資産評価 株式（信用）」画面で返済したい銘柄を選択します。

信用返済注文

信用返済売注文の一例をご紹介します。

①TOP画面の「口座管理」ボタンをタップします。

「商品別資産評価」ボ
タンをタップします。

返済したい建玉をタップ
します。

「株式（信用）」ボタ
ンをタップします。
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③「返済（建玉指定）」ボタンをタップします。

④返済する建玉の株数を入力します。

「決定」ボタンをタップする
と、注文入力画面に遷
移します。

建玉指定画面

同一の銘柄・預り区分・
返済期限の建玉を、まと
めて返済するか、建玉ご
とに返済するかを選択し
ます。
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⑤注文内容を入力します。

建玉指定（選択済
み）と表示されます。

注文入力画面

「確認」ボタンをタップする
と、注文確認画面に遷
移します。
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⑥注文内容を確認します。

⑦注文が完了しました。

注文確認画面

注文受付画面

「注文発注」ボタンを
タップします。
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ランド名」「旧社名」「短縮社名」「業種」「話
題のキーワード」などの検索ワードを入力しま
す。

表示されます。

銘柄検索

銘柄を検索できる画面です。キーワードでの検索や、候補銘柄の予測表示も可能です。

A

B

C

A 「銘柄名」「コード」「製品名」「サービス」「ブ

Dキーワードで検索した場合に、検索結果一

覧の ボタンをタップすると、銘柄に該当す
るキーワードが表示されます。

E E ログイン後の銘柄検索画面に表示される
「検索オプション」ボタンをタップすると、キー
ワード検索のON/OFF、入力予測機能の
ON/OFF、検索結果の表示順を設定する
ことができます。

取引関連画面について

C

B検索途中でも、候補銘柄が予測表示され
ます。

D
C 「検索」ボタンをタップすると検索結果一覧が

37



とができます。

銘柄情報画面、取引画面から遷移先を選
択することができます。

A

B

A 「優待権利確定月」「優待内容」「つなぎ売

り」「優待獲得に必要な金額」「こだわり条
件」の各項目で、お好みの条件をタップしま
す。
各条件ボタン内には、該当する銘柄数が表
示されます。

B各項目をタップすると、条件が開閉します。

「条件をクリア」ボタンをタップすると、該当項
目内で選択された条件がクリアされます。

C 検索結果画面で表示順序を並び替えるこ

D 各銘柄をタップすると、優待情報詳細画面、

取引関連画面について

株主優待検索

株主優待銘柄を検索できる画面です。優待内容や権利確定月、優待獲得に必要な金額など
の条件を設定し、「この条件で検索する」ボタンをタップすると、検索結果画面に遷移します。

C

D

38



比、その他株価情報等が更新されます。自
動更新間隔を設定されている場合は、自
動的に現在値等が更新されます。

株価

各銘柄の株価を確認できる画面です。注文ボタンをタップすることで注文画面に移動すること
ができます。

D

A

B

F

A 「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日

E Bご覧の銘柄を登録することができます。

Cご覧の銘柄のニュースを見ることができます。

D市場（注文方法）はプルダウンから選択し
ます。

Eご覧の銘柄の注文画面に移動することがで
きます。

Fチャート、気配値画面に移動できます。
また、 ボタンをタップすると、ニュース、
四季報、株主優待画面に移動できるメ
ニューが表示されます。

G各項目の情報を開閉することができます。

取引関連画面について

C

G

39
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比、気配値が更新されます。自動更新間
隔を設定されている場合は、自動的に現在
値等が更新されます。

ご希望の価格の行をタップすると注文画面に
移動し、指値価格が入力されます。

気配値

各銘柄の気配値を確認できる画面です。注文ボタンまたは、気配値をタップすることで注文画
面に移動することができます。

C

A

B

A 「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日

D
Bご覧の銘柄を登録することができます。

C市場（注文方法）はプルダウンから選択し
ます。

Dご覧の銘柄の注文画面に移動することがで
きます。

E各気配値の売気配株数・買気配株数が表
示されます。株価自動更新を設定している
場合は、更新された数値の背景色が点滅
します。

取引関連画面について

E

40



D

E

H

A

CB

I

F

G

現物取引の買注文を行う画面です。
現物＞買ボタンを選択し、その他の注文内容を入力して、「確認」ボタンをタップします。

A「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日
比、買付余力が更新されます。

B市場（注文方法）はプルダウンから選択し
ます。

C「逆指値」を選択する場合は、Bの市場を優
先市場へ変更します。

D＋-ボタンをタップすると単元株ずつ増減させ
ることができます。

E＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）
から価格が上下します。

F「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を
タップしてご希望の価格を入力することができ
ます。

ボタンをタップすると、注文概算金額等
のシミュレーション結果が表示されます。

G執行条件を選択する場合は、Bの市場を優
先市場に設定します。

H取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができま
す。

I 「確認画面を省略」をオンにすると、今回の
ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

取引関連画面について

現物買注文
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D

E

H

CB

I

F

G

A

ます。

A「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日
比が更新されます。

B市場（注文方法）はプルダウンから選択し

C 「逆指値」を選択する場合は、Bの市場を優
先市場へ変更します。

D＋-ボタンをタップすると単元株ずつ増減させ
ることができます。

E＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）
から価格が上下します。

F 「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を
タップしてご希望の価格を入力することができ
ます。

ボタンをタップすると、注文概算金額等
のシミュレーション結果が表示されます。

G執行条件を選択する場合は、Bの市場を優
先市場に設定します。

H取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができま
す。

I 「確認画面を省略」をオンにすると、今回の

ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

取引関連画面について

現物売注文

現物取引の売注文を行う画面です。
現物＞売ボタンを選択し、その他の注文内容を入力して、「確認」ボタンをタップします。
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タップすることでご希望の価格を入力するこ
とができます。

ボタンをタップすると、注文概算金額
等のシミュレーション結果が表示されます。

ます。

すると、次回より入力を省略することができ
ます。

A 「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日
比、信用建余力、維持率が更新されます。

B＋-ボタンをタップすると単元株ずつ増減さ
せることができます。

C＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）
から価格が上下します。

D「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を

E信用取引区分の別をプルダウンから選択し

F取引パスワードを入力し、「保存」にチェック

G 「確認画面を省略」をオンにすると、今回の

ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

取引関連画面について

信用新規買注文

信用取引の新規買注文を行う画面です。
信用＞新規＞買ボタンを選択し、その他の注文内容を入力して、「確認」ボタンをタップします。

A

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
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から価格が上下します。

すると、次回より入力を省略することができ
ます。

ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

Ｆ

A 「更新」ボタンをタップすると、現在値、前日

比、信用建余力、維持率が更新されます。

B ＋-ボタンをタップすると単元株ずつ増減さ

せることができます。

C 一般信用取引の日計り売建可能銘柄の

場合は、売建受注枠の状況やHYPER料
が表示されます。

D＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）

E 「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を
タップすることでご希望の価格を入力するこ
とができます。

ボタンをタップすると、注文概算金額
等のシミュレーション結果が表示されます。

F信用取引区分の別をプルダウンから選択し
ます。

取引関連画面について

信用新規売注文

信用取引の新規売注文を行う画面です。
信用＞新規＞売ボタンを選択し、その他の注文内容を入力して、「確認」ボタンをタップします。

A

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
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H

G取引パスワードを入力し、「保存」にチェック

H 「確認画面を省略」をオンにすると、今回の



が更新されます。

Ｂ

Ｆ

A

Ｅ

Ｃ

Ｄ

信用取引の返済売注文を行う画面です。
信用＞返済ボタンを選択し、建玉指定後「返済売」ボタンを選択して、その他の注文内
容を入力し、「確認」ボタンをタップします。

A更新ボタンをタップすると、現在値、前日比

B「建玉指定」ボタンをタップし、建玉指定画
面で返済売をする買建玉を指定します。

C＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）
から価格が上下します。

D「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を
タップすることでご希望の価格を入力すること
ができます。

ボタンをタップすると、注文概算金額等
のシミュレーション結果が表示されます。

E取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができま
す。

F「確認画面を省略」をオンにすると、今回の
ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

取引関連画面について

信用返済売注文
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Ｂ

Ｆ

A

Ｅ

Ｃ

Ｄ

A更新ボタンをタップすると、現在値、前日比
が更新されます。

B「建玉指定」ボタンをタップし、建玉指定画
面で返済買をする売建玉を指定します。

C＋-ボタンをタップすると現在値（基準値）
から価格が上下します。

D「板指定」ボタンをタップし、板上の価格を
タップすることでご希望の価格を入力するこ
とができます。

ボタンをタップすると、注文概算金額
等のシミュレーション結果が表示されます。

E取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができ
ます。

F「確認画面を省略」をオンにすると、今回の
ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

取引関連画面について

信用返済買注文

信用取引の返済買注文を行う画面です。
信用＞返済ボタンを選択し、建玉指定後「返済買」ボタンを選択して、その他の注文内
容を入力し、「確認」ボタンをタップします。
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現引注文

信用取引の現引注文を行う画面です。
信用＞返済ボタンを選択し、建玉指定後「現引」ボタンをタップして、取引パスワードを入力し、
「確認」ボタンをタップします。

A

Ｂ

D

C

A 「建玉指定」ボタンをタップし、建玉指定画
面で買建玉を指定します。

Ｂ現引きする現物株式の預り区分をプルダウ
ンから選択します。

D「確認画面を省略」をオンにすると、今回の
ご注文より確認画面を省略して発注する
ことができます。

C取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができ
ます。

取引関連画面について
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現渡注文

信用取引の現渡注文を行う画面です。
信用＞返済ボタンを選択し、建玉指定後「現渡」ボタンをタップして、取引パスワードを入力し、
「確認」ボタンをタップします。

ご注文より確認画面を省略して発注するこ
とができます。

A

Ｂ

C

D

A 「建玉指定」ボタンをタップし、建玉指定画
面で売建玉を指定します。

Ｂ現渡する現物株式が特定・一般預り双方
にある場合は、預り区分を選択します。

D「確認画面を省略」をオンにすると、今回の

C 取引パスワードを入力し、「保存」にチェック
すると、次回より入力を省略することができ
ます。

取引関連画面について
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逆指値条件を入力し、指値または成行
を選択してください。

Ｂ

A
A 「逆指値」ボタンをタップします。

Ｂ逆指値注文を選択すると、逆指値条件
を指定する項目が表示されます。

取引関連画面について

逆指値注文

逆指値条件を指定する画面です。
注文画面で「逆指値」ボタンを選択し、条件を入力します。
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A

B

A指定した価格で約定した場合の概算
約定金額や、注文後の現物買付余
力、信用新規建余力等について確認
できます。

Ｂ閉じるボタンをタップすると、注文画面
に戻ります。

取引関連画面について

売買シミュレーション

注文前にお取引金額のシミュレーションができる画面です。
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B

A A各気配値の売気配株数・買気配株
数が表示されます。
ご希望の価格の行をタップすると注文 画
面に戻り、指値価格が入力されます。

Ｂ板指定をキャンセルする場合は閉じる
ボタンをタップします。

取引関連画面について

板指定機能

注文時に板上の価格から指値価格を指定できる画面です。
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A

C

B

D

A預り区分を選択して建玉を絞り込み
ます。

Ｂ返済する建玉の順序を指定できます。

D「決定」ボタンをタップすると返済注文
画面に移動し、「建玉指定済み」と表
示されます。

C返済する株数を入力するか、＋-ボタ
ンをタップします。「全部」ボタンをタップ
すると注文可能株数が入力されます。

取引関連画面について

建玉指定（まとめて返済）

同一の銘柄・預り区分・返済期限の建玉において、まとめて返済する株数を指定する画面で
す。預り区分と返済順序を選択して注文株数を入力し、「決定」ボタンをタップします。
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A
ます。

画面に移動し、「建玉指定済み」と表
示されます。

B

C

D

A預り区分を選択して建玉を絞り込み

Ｂ建玉の表示順序を並び替えることが
できます。

D「決定」ボタンをタップすると返済注文

C返済する株数を入力するか、＋-ボタ
ンをタップします。「全部」ボタンをタップ
すると注文可能株数が入力されます。

取引関連画面について

建玉指定（個別に返済）

同一の銘柄・預り区分・返済期限の建玉において、返済する建玉および株数を個別に指定
する画面です。預り区分と返済順序を選択して、返済する建玉の注文株数を入力し、「決
定」ボタンをタップします。

53

C



注文照会

当日発注した注文が確認できる画面です。

B

A

A 「更新」ボタンをタップすると、最新の情報
に更新されます。

Ｂ発注した注文の内容が確認できます。

各明細をタップすると、注文訂正・取消
画面や株価画面など遷移先の画面を
選択できます。

取引関連画面について
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約定一覧

当日約定した注文が確認できる画面です。

各明細をタップすると、株価画面や取引
画面など遷移先の画面を選択できます。

B

A

A 「更新」ボタンをタップすると、最新の情報
に更新されます。

Ｂ当日約定した注文の内容が確認できま
す。

取引関連画面について
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注文訂正

発注済みで未約定の注文を訂正する画面です。
訂正内容・取引パスワードを入力し、「確認」ボタンをタップします。

タップすると現在値（基準値）から価格
が上下します。
「板指定」ボタンをタップし、板上の価格
をタップすることでご希望の価格を入力す
ることができます。

A

B

C

D

A注文内容が表示されます。

Ｂ訂正する価格を入力します。＋-ボタンを

C取引パスワードを入力し、「保存」にチェッ
クすると、次回より入力を省略することが
できます。

D注文訂正をキャンセルする場合は、「注
文照会」ボタンをタップします。

取引関連画面について
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注文取消

発注済みで未約定の注文を取消する画面です。
取引パスワードを入力し、「取消実行」ボタンをタップします。

A

B

C

取引関連画面について

57

A注文内容が表示されます。

Ｂ取引パスワードを入力し、「保存」にチェッ
クすると、次回より入力を省略することが
できます。

C「取消実行」ボタンをタップすると、注文が
取り消されます。
※取消確認画面はございませんのでご注意くだ
さい。

注文取消をキャンセルする場合は、「注
文照会」ボタンをタップします。



す。

産の詳細情報が表示されます。

建余力等の詳細情報が表示されます。

B

A A保有資産の評価額合計額が表示されま

Ｂ各商品名をタップすると、商品別保有資

口座管理関連画面について

口座サマリー

保有資産評価、評価損益一覧、買付余力一覧が確認できる画面です。

B

C

D各項目をタップすると、各買付余力や信用

C 保有資産の評価損益合計額が表示され

ます。

D
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をタップすると詳細情報が開閉します。
また、「個別表示」に切り替えると、同一銘
柄を複数回購入された場合は、お取引ご
との明細が表示されます。

券詳細画面、銘柄情報画面から遷移先
を選択することができます。

B

A
A各商品名をタップすると、商品別保有資
産の詳細情報が表示されます。

Ｂ

口座管理関連画面について

商品別資産評価

保有資産の評価額、評価損益を商品別、銘柄別に確認できる画面です。

C
C各明細をタップすると、取引画面、保有証
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余力

買付余力、信用建余力等が確認できる画面です。

表示のある行を
タップすると受渡日ごとの精算予定一覧が
ご確認いただけます。

B

A A「買付余力」、「信用建余力」画面をボタ
ンで切り替えることができます。

Ｂ買付余力画面では、

口座管理関連画面について

C C信用建余力画面では、信用建余力、追
加保証金、委託保証金、委託保証金率
の推移、建玉限度額、各種保証金率が
ご確認いただけます。

A

※信用建余力は、信用取引口座をお持ちのお
客様のみご覧いただけます。
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表示のある
行をタップすると、受渡日ごとの代用有価
証券入庫・出庫額がご確認いただけます。

B

A A口座サマリー画面等で、「余力」ボタンを
タップし、表示されるメニューの「代用有価
証券」ボタンをタップします。

Ｂ代用有価証券画面では、

口座管理関連画面について

代用有価証券

代用有価証券評価額合計や受渡日別に銘柄ごとの代用評価額等が確認できる画面です。

C C表示基準日（受渡日）をプルダウンから

選択すると、受渡日別に銘柄ごとの代用
評価額等がご確認いただけます。

※代用有価証券は、信用取引口座をお持ちの
お客様のみご覧いただけます。
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営業日基準の委託保証金率等がリアルタ
イムで計算されます。B

A A口座サマリー画面等で、「余力」ボタンを
タップし、表示されるメニューの「リアル委託
保証金率」ボタンをタップします。

Ｂ「更新」ボタンをタップすると、当日基準、翌

口座管理関連画面について

リアル委託保証金率

当日基準、翌営業日基準の委託保証金率がリアルタイムでご確認いただける画面です。

C C値洗い基準の委託保証金率は、毎営業
日夕刻・朝の更新となります。

※リアル委託保証金率は、信用取引口座をお
持ちのお客様のみご覧いただけます。
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