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はじめてプラスネットをご利用になるには

初回時のみ、暗証番号（4桁）でログインし、パスワードの設定を行います。

「新しいパスワードが登録されました。」
が表示されれば、登録完了です。

「口座番号」「お申込み時に設定さ
れた4桁の暗証番号」を入力して
ログイン。

❹

対面・コール（プラスネット）のお
客様用の「プラスネット・ログイン」
ボタンをクリックします。

❸

岩井コスモ証券のホームページ
https://www.iwaicosmo.co.jpを
表示します。

❶

トップページ右上のネット取引の
「ログイン」ボタンをクリックし
ます。

❷

半角アルファベット3文字以上、半
角数字3文字以上を含んだ合計10
文字以内で、パスワードを登録。
（アルファベットは大文字と小文字
を区別します。）

❺

「パスワードの更新」を
クリック。

❻

　「プラスネットサービスへ」をクリ
ックすると取引画面が表示されま
す。ここで設定したログインパス
ワードは次回以降ログイン時に必
要となりますので、お取扱いに
は十分ご注意ください。

7桁の口座番号及びパスワードをご確認ください。正しいパスワードを入力しているは
ずなのにこのエラーが出た場合は、以下の点にご注意いただいたうえで、再度ログイン
をお試しください。
●パスワードは半角英数字で設定されています。また、大文字と小文字も区別します。
●大文字と小文字を切替えるには、パソコンのキーボードの「Shift」キーを押しながら
「CapsLock」キーを押してください。また、入力モードを初期状態に戻すため一度パソコン
を再起動してください。
※パスワードの入力ボックスは文字を入力されると●で表示されるため、見た目は大文字と小文字・数字の判別がつきま
せん。入力したパスワードを確認したい場合は、メモ帳などにコピーして確認する方法もあります。

万一、パスワードを忘れてしまった場合は電話でご連絡ください。

2回目以降に「口座番号またはパスワードに誤りがあります・・・（エラー番号0396）」と表示される場合

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

STEP2

STEP1

STEP3

STEP4

STEP5

❻
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お取引メニュー

　ログアウトする場合は「トレード終了」をクリック。

❶

それぞれの画面に応じたメニューボタンが表示されます。なお、［ホーム］画面では、この場所に「お知らせ」「登録
情報」「オンライン入金」、「電子書面閲覧」、「パスワード変更」のメニューボタンが表示されます。

❷

選択したメニューは主にこのメイン画面に表示されます。❸

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

投資信託の取引ができます。

お預り資産の残高を商品種別毎に表示します。

現物株式、新株予約権付社債（CB）、投資信託、個人向け国債。

投資信託

お取引の履歴、入出金の履歴等が確認できます。取引履歴

自動更新する株価・気配情報を確認できます。最大300銘柄を登録・リスト表示することが可能です。自動更新株価ボード

岩井コスモ証券が提供する市場ニュース、個別銘柄情報、アナリストによる相場分析・銘柄レポート、
アジア株情報等を確認できます。投資情報

住所変更等各種手続用書類の請求・ダウンロードを行うことができます。
また、お取引に関する注意事項等を記載しています。

書式請求・留意事項

ご注文の発注・成約状況の確認、ご注文の訂正・取消ができます。注文成立状況

お預り残高

現物取引

ログイン後、最初に表示される画面です。当社からお客様への連絡事項を記載した｢お知らせ｣、ご出金の
手続き、その他口座の内容確認や各種変更手続きを行う｢登録情報｣、インターネットで即時入金を行える
「オンライン入金サービス」、画面上で取引報告書等を確認できる｢電子書面閲覧｣等の項目があります。

ホーム

株価をはじめとした銘柄情報、市況情報、チャート等が確認できます。
(自動更新しませんので、最新の情報を取得するには｢更新｣ボタンをクリックする必要があります)。マーケット情報
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登録情報のご確認

「登録情報」画面では、岩井コスモ証券にご登録いただいているお客様の情報をご確認・ご変更いただけます。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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取引画面は操作をしない状態が一定時間継続した場合、自動的にログアウトします。
「変更」ボタンより、ログアウトまでの時間設定が可能です。
設定可能時間：20分、45分（初期設定）、90分、180分
※携帯サイトのログアウト時間は20分固定の為、適用されません。

当社機構
加入者コード

加入者口座
コード

電子交付サービス

株式配当金
振込指定方式

タイムアウト
時間

契約締結前
交付書面

ご登録いただいている振込先の金融機関支店名を表示します。
ご変更いただく場合は、「変更書類」ボタンをクリックし、必要書類をご請求ください。

特定管理口座の開設状況（開設日）を表示します。

ご登録されている振込先の金融機関支店名を表示します。
ご変更いただく場合は、「変更書類」ボタンをクリックし、必要書類をご請求ください。

特定口座の開設状況（開設日）、源泉徴収の選択の有無を表示します。
「詳細」ボタンをクリックすると、「特定口座損益状況」画面にヘ遷移します。
特定口座を未開設のお客様は、「ー」が表示されます。

当社の機構加入者コードを表示します。他社から当社への株式の振替移管手続等の際に使用します。

お客様が当社へ登録されている配当金振込指定方式の種類を表示します。ご変更を希望される場合は、「変更
書類」ボタンをクリックし、必要書類をご請求ください。

電子交付サービスの申込状況を表示します。
当サービスの申込は、「申込」ボタンをクリックしてお手続きください。

契約締結前交付書面の交付日、承認日、有効日を表示します。
書面をご確認いただく場合は、「書面確認」ボタンをクリックしてください。

証券保管振替機構「ほふり」が株主情報等を管理する為に各証券会社のお客様それぞれに設定した番号です。
他社から当社への株式の振替移管手続等の際に使用します。

ご出金（お客様が岩井コスモ証券よりご出金される際の受取り金融機関です。）
右端の「出金ボタン」または「MRF出金」ボタンから出金指示を行うことが出来ます。

配当金お受取り（株式の配当金が振込まれる金融機関です。）
※（当社に「登録配当金受領口座方式」以外の配当金受取方法を登録している場合は表示されません。）

「お客様の住所（自宅）」「電話番号（自宅）」「メールアドレス」をご確認いただけます。
暗証番号を入力し、「確認／変更」ボタンを押してください。

振込先指定
金融機関

登録配当金
受領口座

特定口座開設状況

特定管理口座開設状況

NISA口座の設定状況を表示します。NISA口座

ご利用金融機関

口座開設状況

ご利用サービス

お客様に関する情報 変更がある場合は、必ずご変更のお手続きを行ってください。

登録情報のご確認
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お預り残高

「お預り残高」画面では、お預りしている商品の種類毎に評価額、評価損益等がご確認できます。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

銘 柄

評 価 額

取 得 単 価

選 択

売却発注数量
内約定済数量

数 量

お取扱い商品の種類を表示します。
※外国株式、外国債券、国内債券、個人向け国債は「その他」に分類・表示されます。

売却発注数量：現在、売却注文を発注している数量を表示します。
内約定済数量：売却発注数量のうち約定済の数量を表示します。

銘柄名や銘柄コードを表示します。特定口座内の銘柄については銘柄名をクリックすると薄価単価明細を表示
できます。

お預り数量を表示します。（売却注文を出した場合は数量が減少します。）

「特定口座」、「一般口座」、「NISA口座」の区分を表示します。

「売却」ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると売却注文画面（11ページ）へ進むことが出来ます。

取得単価を表示します。
【特定口座】
・税務上の取得単価を表示します。
・投資信託においては当日買付約定があった場合は、取得単価には反映されず、左側に「 * 」を表示します。
【一般口座】
・一般口座のお預り株式は、原則として先入れ先出し法を適用して残ったお預りのお買付単価の平均が表示され
ます。
・取得単価・前日評価損益欄の左側に「 *** 」を表示します。
・取得単価は、税務申告等にはご利用になれません。
・他社からの移管等でお買付単価が不明の場合、移管時の取引所価格、または「 ***** 」を表示します。
・前日までのお預りがなく、当日約定分のみのお預りの場合、「 ***** 」を表示します。
【NISA口座】
・NISA口座のお預かり株式は原則として先入れ先出し法を適用して残ったお預りのお買付単価の平均が表示さ
れます。
・取得単価、評価損益欄の左側に「 *** 」を表示します。

前日価格は前日の終値（終値がないときは当日の基準値段）を表示します。
株式、転換社債は、「更新」ボタンをクリックするとクリックした時点の時価に更新されます。

・お預り株式を売却された場合、取得日・入庫日が古い順に売却いたします（先入れ先出し法を適用）。
一般口座でのお預りの画面上の「取得単価」は、上記の基準により売却した後のお預り分のお買付単価を平均した
ものであり、税務申告にはご利用になれません。
・特定口座を開設されている場合、「取得単価」は、実際の「お買付単価」に株式委託手数料（消費税含む）等を考慮して
算出・表示します（円未満切り上げ）。

種 類

口 座
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現物取引　買付注文

注文内容をご確認ください。

　銘柄コードが不明な場合は、「銘柄再
検索」機能をご利用ください。

NISA口座で買付する場合は、
NISA口座区分の「NISA口座で取
引する」をチェック。

「自己判断で、この商品のリスク
を把握し購入を申込む」
ボタンをクリック。

❹

4桁の暗証番号を入力後、「確定」
ボタンをクリック。
入力された事項に誤りがある場合
は、「戻る」ボタンをクリックして、
再度ご入力ください。

❺

「ご注文を受付いたしました。」が表示
され、この時点で注文が発注されます。
注文成立状況で確認するか
引続き注文するかを選択。

❻

❻

  執行条件について
・プラスネット取引における「引け」注文は、
大引け時にのみ執行される注文です。
・「不成」とは、寄付きおよびザラバは
指値注文として執行され、約定が出
来なかった場合、大引けに成行注文
として執行される注文です。
・選択は11：35から可能です。

　NISA口座での買付は、有効期間が
当日のみとなります。翌営業日以降
を有効期間とする注文は発注できま
せんのでご注意ください。

・約定後の注文内容のご変更はできませ
ん。十分ご確認のうえでご発注ください。
・成行の買付注文は制限値幅の上限金額
をお買付余力から一旦差し引きます。
約定後は、約定金額に手数料等を加算し
た金額を、あらためてお買付余力から差
し引きます。

買付を希望する銘柄の銘柄コード
を入力して「更新」ボタンをクリッ
ク。市場、数量（株数）、指値と成行
の別、指値の場合は単価、執行条件
（なし・引け・不成）、有効期間を入力。

❸

お取引メニューの「現物取引」をク
リック。

❶

「国内株式買付注文」ボタンを
クリック。

❷

次ページ
STEP1へ

STEP2

STEP3

STEP4

STEP1

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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現物取引　売却注文

お取引メニュー「現物取引」から「国内株式売付注文」へ（詳細は前ページ冒頭をご参照ください）お取引メニュー「現物取引」から「国内株式売付注文」へ（詳細は前ページ

STEP1 注文入力

STEP2 注文確認

STEP3 注文完了

入力した各項目の内容をご確認くだ
さい。

「ご注文を受付いたしました。」が表示
され、この時点で注文が発注されます。

入力された事項に誤りがある場合は、
「戻る」ボタンをクリックして、再度
ご入力ください。

4桁の暗証番号を入力後、
「確定」ボタンをクリック。
❸

注文成立状況で確認するか引続き
注文するかを選択。

❹

・ご売却代金を出金される場合は、約定日翌日から受渡日の前営業日16：00までに「出金」のお手続きを行うか、受渡
日以降にMRFの解約のお手続きをお願いいたします（詳細は18、19ページをご覧ください）。
・約定後の注文内容のご変更はできません。十分ご確認のうえでご発注ください。
・「出金」の場合、ご指定いただいた振込日に「振込先指定金融機関」へお振込みさせていただきます。
・MRF解約の場合、解約手続きの翌営業日に「振込先指定金融機関」へお振込みさせていただきます。　

売却を希望する銘柄の銘柄コード
を入力して「更新」ボタンをクリッ
ク。市場、数量（株数）、指値と成
行の別、指値の場合は単価、執行
条件（なし・引け・不成）、有効期間、
口座種別の別を入力。

❶

「確定」ボタンをクリック。❷

　銘柄コードが不明な場合は、「銘柄再
検索」機能をご利用ください。

　「お預り残高」画面の「売却」ボタン
からも注文の入力が可能です。

・特定口座、一般口座、NISA口座のお預り
をまとめて売却することはできません。
・NISA口座での売却は、「期間指定」の注文
が発注可能です。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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現物取引　注文の取消・訂正

STEP1 取消・訂正画面の表示

STEP2 注文確認

STEP3 注文完了

「注文取消・訂正完了画面」が表示され、
この時点で注文の取消・訂正が発注
されます。

※確認画面がございませんので、十分ご注意
ください。取消・訂正された注文の内容は
「注文成立状況」でご確認いただけます。

注文取消の場合は「取消」にチェ
ックし、単価訂正の場合は指値と
成行の別（指値の場合は単価）も
入力、執行条件を入力。株数訂正
の場合は変更後の株数を入力。

❹

4桁の暗証番号を入力のうえ、
「確定」ボタンをクリック。
❺

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

・午前7時から一定時間（最大で60分から70分程度）、当社より取引所への一括発注処理のため、「取消・訂正」ボタン
が表示されない時間帯があります。一括発注処理完了後、順次「取消・訂正」ボタンが表示され、取消、訂正ができ
るようになります。
・前引け後（午前11時30分）から午後12時10分頃の間に注文を取消、訂正を行った場合、注文成立状況画面上は「取
消中」・「訂正中」と表示され、再度の取消・訂正をすることが出来ません。午後12時10分以降に取引所の受付が再
開された後、取消・訂正ができるようになります。

「注文取消・訂正」ボタンを
クリック。

❷

お取引メニューの
「現物取引」をクリック。
❶

取消や単価訂正をしたい注文の処
理選択欄から「取消・訂正」
ボタンをクリック。

❸

　「注文成立状況」からも各注文
の取消・訂正が可能です。

取引市場、有効期間、口座種別
を訂正することはできません。
一旦お取消のうえ再度ご発注く
ださい。

お取引メニューから「現物取引」へ
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投資信託の取引　買付注文

STEP1 投資信託メニューの表示

STEP2 投資信託（商品）の選択（1）

STEP3 投資信託（商品）の選択（2）
目論見書をご確認いただく必要のある場合、
「購入申込」ボタンをクリックすることが出
来ません。電子交付サービスをご利用のお
客様は、「電子交付」ボタンをクリックするこ
とでインターネット上で目論見書をご確認
いただけます。確認後、すぐに購入申込を行
うことが可能です（インターネットでの目論
見書確認方法は「投資信託の目論見書電子交
付方法」（23・24ページ）をご覧ください。）

表示された検索結果の中からご希
望の投資信託をご選択し、
「購入申込」ボタンをクリック。

❹

商品名を確認して、コース・買付
数量または金額を入力。
NISA口座で買付する場合は、
NISA口座区分の「NISA口座で取
引する」をチェック。

❺

リスク項目にチェックを入れて
「確定」ボタンをクリック。
❻

確認画面で暗証番号を入力し、
「確定」ボタンをクリック
すると注文完了です。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

投資信託のご購入には、事前に目論見書のご確認が必要です。
※電子交付サービスをご利用のお客様は、インターネット上で目論見書をご確認いただけるため、郵送でのやり取りで時間がかかることなく、お取引画面で
すぐに投資信託のご購入が可能です。目論見書のご請求方法については、「投資信託の目論見書電子交付方法」（23・24ページ）をご覧ください。

お取引メニューの
「投資信託」をクリック。
❶

「買付注文（目論見書／運用報告
書）」ボタンをクリック。

❷

購入を希望する投資信託の条件
（ファンド名、運用会社、手数料、
基準価額一部の入力で可）を指定
して「検索」ボタンをクリック。
既に目論見書をご確認いただいて
いる投資信託を表示する場合は、
「目論見書交付済のファンドを表
示する」をクリック。

❸

STEP4 コース・買付数量の入力

投資信託のコースについて
・受取コース・・・分配金が出た際に証券口
座または指定された口座で受け取ります。
口数単位、金額単位による買付が可能です。
・再投資コース・・・分配金が出た際に、当該
分配金を用いて同じ投資信託を自動的に
買付けます。金額単位による買付のみ
可能です。❻

❻
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投資信託の取引　売却注文

STEP1 投資信託メニューの表示

STEP2 投資信託（商品）の選択

STEP3 口数・口座種別・取引種類の入力

「売付注文（お預り）」ボタンを
クリック。

❷

ご希望の投資信託を選択し、
「売却」ボタンをクリック。
❸

商品名を確認して注文数量・
口座種別を入力。

❹

NISA口座で売却する場合は、口座
種別の「NISA口座」にチェック。

「確定」ボタンをクリック。❺

注文内容をご確認のうえ、4桁の
暗証番号を入力して「確定」ボタン
をクリックすれば、注文完了です。

❻

お取引メニューの
「投資信託」ボタンをクリック。
❶

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

STEP4 注文のご確認・完了

特定口座、一般口座、NISA口座
のお預りをまとめて売却するこ
とはできません。
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新株予約権付社債（CB）

「買付（または売付）注文」
ボタンをクリック。

❷

銘柄コード、回号、市場、額面金
額、価格、有効期間を入力・選択
し、「自己判断で、この商品のリス
クを把握し購入を申込む」ボタン
をクリック。

❸

注文内容をご確認のうえ、4桁の
暗証番号を入力して「確定」ボタン
をクリックしたら、注文完了です。

❹

お取引メニューの「現物取引」を
クリックしてから、
画面左メニューの
「転換社債」をクリック。

❶

STEP2 注文のご入力

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

STEP3 注文のご確認・完了

　新株予約権付社債の銘柄コードは、
「固有コード」と「回号」に分かれており、
「固有コード」は4桁の銘柄コード、「回
号」は発行回数を表しています。
（例）シャープ20回 6753 0020

　銘柄コードが不明な場合には、「銘
柄検索」もしくは「銘柄再検索」ボタン
を押すと、銘柄名から、現在新株予約
権付社債を発行している銘柄コードが
検索できます。

STEP1 現物取引メニューの表示（例：買付注文）
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個人向け国債

「国債（10年）募集注文」もしくは
「国債（5年）募集注文」、
「国債（3年）募集注文」
ボタンをクリック。

❷

買付額面を入力し、「この商品につ
いて理解したので応募する」ボタ
ンをクリック。

❸

注文内容をご確認のうえ、4桁の
暗証番号を入力して「確定」ボタン
をクリックすれば、
注文完了です。

❹

お取引メニューの
「現物取引」から画面左
メニューの「国債」をクリック。

❶

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

STEP3 買付額面のご入力

STEP4 注文のご確認・完了

STEP1 個人向け国債メニューの表示

　個人向け国債のご注文は募集期
間中のみのお取扱いとなっており
ます。

お取引にあたって契約締結前交付書面
をご確認いただく必要がございます。
電子交付サービスをご利用いただいて
いる場合は、契約締結前交付書面が表
示されますので、内容を十分に理解
し、同意いただいたうえでご利用くだ
さい。同意いただけない場合はお取引
いただくことができません。
※本同意の有効期限は1年間です。有効期限経過後のご利用
　には、再度の同意が必要となります。

電子交付サービスをご利用いただいて
いない場合は、お取引店舗にご請求く
ださい。
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注文成立状況

注文成立状況の画面では、注文内容や約定の状況・内容等の確認を行うことができます。
「更新」ボタンは、この画面を最新の情報に更新するときに使用します（自動更新ではありませんのでご注意ください）。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

執行条件がついている場合は、ここに表示します。❶ 条件
当該注文が成約した場合に、成約した株数の合計を黒字で、内出来の場合や値段が複数に
分かれて成約した場合は青字でその内訳をそれぞれ表示します。❷ 成約株数

当該注文が成約した場合に、成約した単価を表示します。内出来の場合や値段が複数に
分かれて成約した場合は青字でその内訳をそれぞれ表示します。❸ 成約単価

当該注文の口座区分を表示します。（特定、一般、NISA口座）❹ 口座

注文について「商品種別」「銘柄名」「成立状況」「発注日」の各条件によって絞り込むことが
できます。❼ 絞り込み機能

当該注文の有効期限や成約の状況などを表示します。❺ 備考
未成約のご注文に関しては「取消・訂正」ボタンからは注文の取消・訂正ができます。❻ 処理選択

・「備考」欄の「取消中」・「訂正中」は、取引所等に取消・訂正を依頼中の状態です。取消・訂正が完了すると「取消済」・「訂正済」の表示になります。

・大引け後に執行条件付注文が未約定であった場合も「取消済」の表示になります。

・一部成約した買付銘柄を売却される場合は、当該注文を全部成約させるか、取消を行って成約株数を確定させてから売却注文をご入力ください。

・買付注文のお取消時には、ご注文が「取消済」となった後、お買付余力が回復します。

・一部成約済のご注文を取消された場合、「備考」欄には「一部成約取消中」→「一部成約」と表示され、「取消・訂正」ボタンが非表示になります。

・平日午前7時より一定時間（最大で60分から70分程度）、取引所へ注文執行のため、一時的に変更ボタンが表示されません。また、午前8時から
8時20分頃および前場の引けから午後12時10分頃までに注文をお取消・単価訂正された場合、「備考」欄が「取消中」「訂正中」と表示されたままと
なります。（上記の時間帯を過ぎますと、「備考」欄が「取消済」「訂正済」と正しく表示されます。）
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取引履歴

取引履歴画面では、最大過去 18 ヶ月分のお取引の履歴を閲覧することが可能です。ご入金・現物取引に関して
は、画面を更新する都度リアルタイムに取引内容が反映され、表の並びは「受渡日順」、「約定日順」、「社内処理順」
で表示されます。

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

実際に資金の受渡が行われる日です。現物買付余力は、3営業日先までの受渡の売却が反映されます。❶ 受渡日

画面を最新の状況に更新します。入金のご確認やご注文が約定したかを確認される際に
クリックしてください。12 更新

注文が約定した日です。❷ 約定日
「株式」、「累投」、「投信」などの商品種類を表示します。❸ 種類
お取引された銘柄・商品名を表示します。❹ 銘柄
現物取引の「買付」や「売付」の他、入出金、配当金・分配金累投の資金移動、譲渡益税などの資金移
動の要因を表示します。❺ 売買

売買数量（株式であれば株数）を表示します。❻ 数量
約定の単価を表示します。❼ 単価
為替レートを表示します。❽ 為替

口座区分を表示します。（特定、一般、NISA口座）10 口座
受渡の際、実際に移動する金額です。❾ 受渡金額

日付を指定して閲覧するときにクリックします。（初期状態は直近1ヶ月間分を表示）11 日付の指定

　　画面を印刷する場合右クリックして表示されるメニューの中から、「印刷」をクリックしてください。（印刷方向は横向きに設定してください）。

12
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オンライン入金サービス

オンライン入金サービスはインターネット経由でのお振込みをリアルタイムにお客様のお買付余力に反映できる
サービスです。ご利用にあたっては、事前に当社提携金融機関で各サービスへのお申込みが必要です（詳しくは
ホームページをご覧ください）。

「オンライン入金サービス利用規
約」、および「ご注意事項」を十分
ご理解のうえ、入金額を入力。

❷

暗証番号を入力し、
「オンライン入金サービス利用規
約に同意し入金します〔送信〕」
ボタンをクリック。

❸

ご入金される金額の確認画面が表
示されますので、入力した内容に
間違いがなければ「確定〔金融機
関選択画面へ〕」ボタンをクリッ
ク、金額を訂正される
場合は「前画面へ戻る」へ。

❹

  オンライン入金サービスによっ
てご入金された場合は、取消でき
ませんのでご注意ください。

  金額のみを入力し、（ . ）ピリオド、
および（ , ）カンマ等は使用しない
でください。

お取引メニューの「ホーム」を
クリックしてから、
画面左メニューの
「オンライン入金サービス」ボタン
をクリック。

❶

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

オンライン入金サービス

サービスです。ご利用にあたっては、事前に当社提携金融機関で各サービ
ホームページをご覧ください）。

STEP1 「オンライン入金サービス」画面の表示

STEP2 ご入金額の入力

STEP3 ご入金額確認
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オンライン入金サービス

STEP5

  当ボタンをクリックしないで終了
した場合、リアルタイムに入金処
理できませんのでご注意ください。

提携金融機関の選択画面が表示さ
れたら、ご利用になる提携金融機
関のロゴ横にあるボタンをクリッ
ク。クリック後、ご利用になる提
携金融機関のサイトに移動します。

❺

左の「入金完了画面」が表示されれば
お手続き完了です。
お振込み金額をご確認ください。
お振込みされた資金は「取引履歴」画面
でご確認いただけます。

各金融機関のサイト

お取引画面は金融機関によって異なります。

各提携金融機関のサイトにログインし、お振込みの
手続きをします。（※事前に、提携金融機関のインター
ネット決済サービスのお申込みが必要です。）
ご利用方法等は各提携金融機関のサイトでご確認
ください。お振込みの手続きが完了しましたら、
必ず取引画面に戻るためのボタンをクリック。

◆ゆうちょ銀行 …「ショップに戻る」
◆三井住友銀行 …「加盟店に通知」
◆みずほ銀行 …「ログアウト（加盟店のサイトへ戻る）」
◆三菱ＵＦＪ銀行 …「加盟店画面に戻る」
◆ジャパンネット銀行 …「振込」
◆楽天銀行 …「岩井コスモ証券へ入金反映」
◆りそな銀行 …「提携先へ通知」
◆埼玉りそな銀行 …「提携先へ通知」
◆関西みらい銀行 …「提携先へ通知」
◆セブン銀行 …「振込して、加盟店に通知」

ボタン例

STEP4 金融機関の選択

◆セブン銀行 …「振込して、加盟店に通知」

STEP6 ご入金完了

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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ご出金(ＭＲＦ解約出金 )

STEP1 登録情報画面の表示

MRF出金

　出金には２つの方法があります。
●MRF出金… MRF残高の解約・出金を行います。解約受付日の翌営業日に、ご登録いただいている金融機関へお振込
みいたします。
●出金(売却代金・お預り金のご出金) …受渡日到来前の売却代金またはお預り金の出金を行います。指定いただいた
日付に、ご登録いただいている金融機関へお振込みいたします。
｢MRF出金｣と｢出金｣を一括して行うことはできません。それぞれ別々にご操作ください。

それぞれの手順は以下の通りです。

｢MRF出金｣のボタンを
クリック。

❷

「ご解約金額」の欄にご出金される
金額を入力。

❸

「確定」ボタンをクリック。❹

ご出金金額を確認のうえ、４桁
の暗証番号を入力して「確定」を
クリックすると、ご出金指示完
了です。

❺

お取引メニューの「ホーム」を
クリックしてから、
画面左メニューの「登録情報」を
クリック。

❶

STEP2 ご出金額の入力

STEP3 ご出金の確認

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

ご出金（売却代金・お預り金のご出金）

STEP1 登録情報画面の表示

STEP2 ご出金額の入力

STEP3 ご出金の確認

出金(売却代金・お預り金のご出金)

｢出金｣のボタンをクリック。❷

振込日を選択❸

ご出金される金額を入力❹
「確定」ボタンをクリック。❺

お取引メニューの「ホーム」を
クリックしてから、
画面左メニューの「登録情報」を
クリック。

❶

出金される金額を確認のうえ、４
桁の暗証番号を入力して「確定」
をクリックすると、ご出金指示完
了です。

❻

出金受付時間帯は下記の通りです。
■出金　　　　　平日　6:00～16:00
■ＭＲＦ出金　　平日　6:00～16:00　18:00～翌1:00　※18:00～翌1:00の受付は翌営業日の受付として扱われます。

休日　6:00～翌営業日1:00　※休日の受付は翌営業日の受付として扱われます。
・出金額を訂正する場合は、それぞれ下記の手順で行ってください。
■ＭＲＦ出金…注文成立状況画面左メニューにある｢累積投資｣をクリックして、一度お取消の後に再度ご出金の指示を
　　　　　　　お願いします。
■出金…………登録情報画面の出金ボタンの下にある｢照会/取消｣をクリックして、一度お取消の後に再度ご出金の指示を
　　　　　　　お願いします。
・ご出金は10,000円以上1円単位で受付いたします。10,000円未満をご出金される場合はお電話にてお受けいたします。
・携帯電話(携帯サイト)をご利用の場合は、お取引メニューの｢入出金・登録変更｣より行ってください。
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※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

電子交付サービスのお申込み方法①

まずは、「登録情報」からメールアドレスを登録します。

暗証番号を入力し、「確認／変更」
ボタンをクリック。

❶

メールアドレスの「変更」ボタン
をクリック。

❷

メールアドレスを入力し、「次へ」
をクリック。

❸

画面をご確認のうえ「送信」ボタ
ンをクリックすれば、メールアド
レスの登録完了です。

❹

「電子交付サービス」は、取引報告書、投資信託目論見書等をインターネット上で即座に閲覧できるサー
ビスです。電子交付サービスの対象文書は、取引報告書・取引残高報告書・投資信託のトータルリターン
のご通知・投資信託等各種目論見書・投資信託運用報告書・契約締結前交付書面・上場株式配当等の支払通
知書の各種7種類で、発行後5年間はサーバー上に保存されるため、書類を管理する手間や紛失の心配が
ありません。ご利用手数料は無料です。
※ただし、電子交付サービスをお申込みいただくと、郵送での交付は行いませんのでご注意ください。

STEP1
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電子交付サービスのお申込み方法②

お取引メニューの「ホーム」を
クリックしてから、
左メニューの「登録情報」を
クリック。

❺

「電子交付サービス」の「申込」ボ
タンをクリック。

❻

「電子閲覧に係る注意事項」を十分
ご理解のうえ、「同意し申込む」ボ
タンをクリック。

❼

「ネットレ電子交付サービス申込
確認」画面をご確認のうえ、「確定」
ボタンをクリックすれば、電子交
付サービスのお申込み完了です。

❽

※画面は2015年2月現在のものであり、実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。

＜電子交付サービスのご利用開始日＞
電子交付サービスは、お申込みいただいた時間によってご利用開始日が異なりますのでご注意ください。
・午前6時から午前11時半までにお申込みいただいた場合→翌営業日からご利用可能
・正午から翌日午前1時までにお申込みいただいた場合→翌々営業日からご利用可能
※投資信託の目論見書電子交付、お買付のご利用開始日も同様となります。
※11:30～12:00の時間帯は電子交付サービスのお申込手続きができません。

STEP2

次に、電子交付サービスのお申込みをします。
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電子交付サービスご利用方法

STEP1

STEP2 電子書面閲覧

お取引メニューの「ホーム」を
クリックしてから、左メニューの
「電子書面閲覧」をクリック。

❶

電子書面閲覧画面を表示し、
閲覧したい報告書のタイトルを
クリック。

❷

　電子交付された文書を閲覧す
るためには、adobe® Reader等の
PDFファイルの閲覧用ソフトが
必要です。インストールされて
いない場合は、「ヘルプ」をご覧
になり、ダウンロード画面へ進
んでください。

【メールでの通知に関する設定について】
メールでの通知が不要な場合
は、画面下部の「設定」にて、「新
規の電子書面が交付されるたび
にメールで通知を希望する」の
チェックボックス（左図　）を外
し「設定の保存」ボタン（左図　）
をクリックします。

　タイトルをクリックしてもうまく表示
されない場合、ヘルプをクリックし、対
処方法をご確認ください。

各種報告書が表示されます。

STEP3 報告書の表示

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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投資信託の目論見書電子交付方法

目論見書の交付を希望する銘柄の
運用会社等を選択し、「検索」ボタ
ンをクリック。

❷

目論見書の閲覧・交付を希望する
銘柄の「電子交付」ボタンをクリ
ック。

❸

目論見書電子交付確認画面が表示
されます。

❹

お取引メニューの「投資信託」をク
リックしてから、
買付注文（目論見書／運用報告書）
ボタンをクリック。

❶

投資信託をお買付けされる場合は、目論見書の交付が必要となります。「電子交付サービス」をご利用い
ただくと、目論見書の電子交付が可能となります。電子交付サービスのお申込み方法は、20ページを
ご覧ください。
※ただし、電子交付サービスをお申込みいただくと、郵送での交付は行いませんのでご注意ください。※ただし、電子交付サービスをお申込みいただくと、郵送での交付は行

STEP1 投資信託メニューの表示

STEP2 目論見書交付銘柄選択

STEP3 目論見書の表示

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。
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投資信託の目論見書電子交付方法

目論見書を確認後、「確認」ボタン
をクリック。

❺

状態が「交付済」になると電子交
付完了です。そのまま投資信託の
お買付をする場合は「購入画面
へ」ボタンをクリック。

❻

STEP4 目論見書の交付確認

STEP5 目論見書交付完了

※実際のお取引画面とは異なる場合があります。また画面上の日付や数字等はサンプルです。


