


ケータイでカンタン 取引
携帯電話からもカンタンに
「東海東京オンライントレード」で
株式の売買注文がご利用いただけます。

アクセス方法

1

東海東京モバイルのトップ画面からログイン

東海東京モバイル
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□東海東京オンライントレード
 （携帯）
□外為プラザ
□証券取引等
□ご注意

東海東京モバイル
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海東京オンライントレード
（携帯）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□ログイン
□お問合せ

東海東京モバイル
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□東海東京オンライントレード
 （携帯）
□外為プラザ
□証券取引等
□ご注意

東海東京モバイル
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海東京オンライントレード
（携帯）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□ログイン
□お問合せ

携帯電話のURL入力画面より、直接、以下の
アドレスを入力してください。
http://www.tokai tokyo.co. jp/mobi le/

iモード NTTドコモ
Yahoo!ケータイ ソフトバンクモバイル
EZweb au

携帯電話のご使用対応機種

※携帯電話は別途携帯電話サービス会社とのご契約が必要です。
※上記の会社の携帯電話機種の中で、ご利用できない機種もあります。
※パケット通信料はお客様のご負担となります。
※スマートフォン取引は別途専用画面ヘアクセスください。

※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。



ン 取引

目 次

掲載されている画面はイメージであり、実際とは異なる場合がありま
す。また、情報等につきましては予告なく変更する場合がありますの
で、最新の情報はホームページをご覧ください。
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株式買い注文

株式売り注文

注文照会、訂正、取消

預り資産

注文履歴一覧

入出金照会

各種余力

出金

お取引時間

リスクについて

2

■携帯電話のご利用は、パソコンでパスワードの変
更・Ｅメールアドレス登録・電子交付等に関する同意
がお済になってからのご利用となります。パスワード
の変更等は携帯サイトからはご利用いただけません。



3ｐ上

3ｐ下

ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID：

パスワード：

 ログイン

HPサイトへ

4-7-9ｐ上

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
 銘柄検索
 ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
 現物買注文
 現物売注文
 注文照会、訂正、取消
◆資産状況
 預り資産
 買付余力
 注文履歴
◆入出金
 出金指示
 入出金照会、出金取消
◆口座情報
 登録情報照会

ログアウト

お知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆口座番号
 ×××-×××××××
 ×× ××
 前回のログイン：
 09/02/23 14:08:41
ーーーーーーーーーーーーーーーー
OK

ログイン画面

前回ログイン情報をご確
認ください。

メニューから「現物買注
文」を選択すると「現物
買注文」画面が表示され
ます。

お取引にあたって、携帯
サイトから発注できない
ご注文はお取引店にご注
文ください。ただし、手
数料等につきましては注
文受付窓口の手数料が適
用されます。

トップメニュー画面

ログイン
東海東京モバイルのトップ画面で「東海東京オンライント
レード（携帯）」を選択するとログイン画面が表示されます。

※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。3

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/11/16
22:36:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
 現物買注文
 現物売注文
 注文照会、訂正、取消
◆資産状況
 預り資産
 各種余力
 注文履歴
◆入出金
 入出金照会

ログアウト
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

「現物買注文」を選択して
ください。

ログインＩＤとパスワード
を入力して「ログイン」ボ
タンを選択してください。



トップメニュー画面で利用したいサービスを選択してく
ださい。ここでは株式の買い注文についてご説明します。

株式買い注文

4ｐ下左

4ｐ右

現物買注文
-銘柄検索［1/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
コード : 
銘柄名 :
   検 索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

現物買注文
-銘柄検索［2/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
＊＊＊＊:○○東海
市場：JASDAQ＊
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:東海○○製作所
市場：東証＊ 名証
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:○○○○東海
市場：東証＊
現物買
------------------------------
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
市場：東証＊ 大証 名証
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
前へ[＊] 次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：当社最良執行市場）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

現物買注文
銘柄検索画面

４桁の銘柄コード、または
銘柄名（すべてではなく、
一部でもかまいません）を
入力してください。
次に「検索」を選択してく
ださい。
右画面は銘柄名欄に東海と
入力した例です。

購入したい銘柄の「現物買」
を選択してください。

4ｐ下左

4ｐ右

現物買注文
-銘柄検索［1/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
コード : 
銘柄名 :
   検 索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

現物買注文
-銘柄検索［2/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
＊＊＊＊:○○東海
市場：JASDAQ＊
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:東海○○製作所
市場：東証＊ 名証
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:○○○○東海
市場：東証＊
現物買
------------------------------
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
市場：東証＊名証
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
前へ[＊] 次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：当社最良執行市場）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

現物買注文
銘柄一覧画面

4



▼

▼▼

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場  非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:    株
 （売買単位）1000株
★単価:
  指値-条件なし
     円
 （制限値幅）
  229～389円 5ｐ-コラム

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場  気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆売気配
315 円/6000 株
314 円/16000 株
313 円/22000 株
312 円/24000 株
311 円/25000 株
◆買気配
310 円/12000 株
309 円/6000 株

▼▼

気配画面

株式買い注文
現物買注文入力画面

「株数」、指値か成行かを選
択し（指値の場合は「単価」
を入力）、「期間」「預り区
分」「保護/代用区分」を選
択してください。

入力が終わったら、「内部
者（ｲﾝｻｲﾀﾞｰ）取引に該当
する取引ではありません」
を確認後チェックし、最後
に「注文確認」ボタンを選
択してください。

通常は「非表示」となってい
ますが、選択することで気配
値や時価を表示できます。

5

5ｐ-6ｐ上

▼

▼▼

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場  非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:    株
 （売買単位）1000株
★単価:
  指値-条件なし
     円
 （制限値幅）
  229～389円
★期間:
 ●当日中
 ○期間指定
  --------------
★預り区分:
 ●特定預り
 ○一般預り
 ○NISA預り
★保護/代用区分:
 ○代用預り
 ●保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

5ｐ-コラム

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場  気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆売気配
315 円/6000 株
314 円/16000 株
313 円/22000 株
312 円/24000 株
311 円/25000 株
◆買気配
310 円/12000 株
309 円/6000 株

▼

▼▼

▲



5ｐ-6ｐ上

▼

▼▼

p6左

p6右

現物買注文
-注文受付［5/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受け付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

現物買注文
-注文確認［4/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：389円
概算受渡金額：392,992円
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンをクリックしてく
ださい。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　●当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　●特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　●保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

6ｐ-コラム5ｐ-コラム

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆売気配
315 円/6000 株
314 円/16000 株
313 円/22000 株
312 円/24000 株
311 円/25000 株
◆買気配
310 円/12000 株
309 円/6000 株

▼

▼▼

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
始値：316（09：00）
高値：320（09：27）
安値：315（12：30）

▼▼

時価画面

■ 気配画面
気配値が表示されますか
ら、ご参照のうえ買注文を
お出しください。

■ 時価画面
当日の始値・高値・安値・
終値や出来高などととも
に、現在値が表示されます
から、ご参照のうえ買注文
をお出しください。

株式買い注文

5ｐ-6ｐ上

▼

▼▼

p6左

p6右

現物買注文
-注文受付［5/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受け付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

現物買注文
-注文確認［4/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：389円
概算受渡金額：392,992円
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンをクリックしてく
ださい。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　●当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　●特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　●保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

6ｐ-コラム5ｐ-コラム

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆売気配
315 円/6000 株
314 円/16000 株
313 円/22000 株
312 円/24000 株
311 円/25000 株
◆買気配
310 円/12000 株
309 円/6000 株

▼

▼▼

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
始値：316（09：00）
高値：320（09：27）
安値：315（12：30）

▼▼

現物買注文受付画面

ご注文後は必ず「注文照会」
でご確認ください。

5ｐ-6ｐ上

▼

▼▼

p6左

p6右

現物買注文
-注文受付［5/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受け付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

現物買注文
-注文確認［4/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：成行
期間：当日中 10/11/29（月）
預り区分：特定預り
保護/代用区分：保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：389円
概算受渡金額：392,992円
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンをクリックしてく
ださい。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　●当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　●特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　●保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

6ｐ-コラム5ｐ-コラム

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆売気配
315 円/6000 株
314 円/16000 株
313 円/22000 株
312 円/24000 株
311 円/25000 株
◆買気配
310 円/12000 株
309 円/6000 株

▼

▼▼

現物買注文
-注文入力［3/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　気配
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
始値：316（09：00）
高値：320（09：27）
安値：315（12：30）

▼▼

現物買注文確認画面 注文内容を確認してくださ
い。「注意事項」を確認後、
「取引パスワード」を入力
し、［注文発注］ボタンを
選択してください。
＊入力内容を訂正したい場
合は、ここで「入力画面
へ」ボタンを選択し、前
の画面に戻ってください。

※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。 6

▲



▼

7ｐ下

現物売注文
-銘柄選択［1/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 保有数量・売却可能数
量は、単元株のみ表示し
ています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-4/4件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
預り：特定預り
保有株数：1,000株
売却可能：1,000株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売

8MIGI

p8下右

現物売注文
-注文受付［4/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

4-7-9ｐ上

8ｐHIDARI 
P9下左

注文照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文状況：
 すべて　　　　　 検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
預り：特定預り
取消／訂正／詳細

▼

P9下右

注文照会［2/2］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
（現値172）
預り：特定預り
注文日：09/02/24
期間   ：09/02/24
チャネル   ：携帯
手数料：---
取消／訂正

［0］画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13:23:51
注文株数：1,000株
執行条件：成行
未約定：1,000株

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

▼

▼▼

現物売注文
-注文入力［2/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　○当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　○特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　○保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

▼

現物売注文
-注文確認［3/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：310円
概算受渡金額：306,819円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注
文発注ボタンをクリックして
ください。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物売注文保有株式一覧画面

現在保有している銘柄の一
覧リストが表示されますか
ら、売却したい銘柄の「現
物売」を選択してください。

＊特定口座を開設済みで、
かつ同一銘柄について、
「一般預り」と「特定預り」
の両方を保有している場
合、「一般へ」を選択する
と一般預り銘柄の一覧画面
が表示されます。

株式売り注文

3ｐ上

3ｐ下

ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID：

パスワード：

メニュー選択：
 トップメニュー
  ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー

▼

4ｐ下左

4ｐ下右

現物買注文［1/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
コード : 
銘柄名 :
市場 　: 優先市場
　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー 

現物買注文［2/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海○○工業（＊＊＊＊）
市場：JASDAQ*
現物買
-----------------------
東海○○産業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海○○商業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海東京証券（8616）
市場：東証*
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：優先市場）

▼

4-7-9ｐ上

お知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆口座番号
　×××-×××××××
　×× ××
　前回のログイン：
　09/02/23　14:08:41
ーーーーーーーーーーーーーーーー
OK

p4マルチ用控え

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
　注文照会（店舗取引）
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/11/16
22:36:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

ログアウト

トップメニュー画面

「現物売注文」を選択して
ください。

7 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。

トップメニュー画面から株式の売り注文を出す方法につ
いてご説明します。



お取引にあたって、携帯サ
イトから発注できないご注
文はお取引店にご注文くだ
さい。ただし、手数料等に
つきましては注文受付窓口
の手数料が適用されます。

8MIGI

8ｐHIDARI 

▼

▼▼

現物売注文
-注文入力［2/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場  非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:    株
 （売買単位）1000株
★単価:
  指値-条件なし
     円
 （制限値幅）
  229～389円
★期間:
 ○当日中
 ○期間指定
  --------------
ーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

▼

現物売注文
-注文確認［3/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：310円
概算受渡金額：306,819円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注
文発注ボタンをクリックして
ください。
◎取引パスワード

  注文発注 入力画面へ

現物売注文入力画面

「株数」、指値か成行かを選
択し（指値の場合は「単価」
を入力）、「期間」を選択し
てください。
次に、「内部者(ｲﾝｻｲﾀﾞｰ)取
引に該当する取引ではあり
ません｣を確認後チェック
し、最後に「注文確認」ボ
タンを選択してください。

株式売り注文

8



株式売り注文

▼

7ｐ下

現物売注文
-銘柄選択［1/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 保有数量・売却可能数
量は、単元株のみ表示し
ています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-4/4件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
預り：特定預り
保有株数：1,000株
売却可能：1,000株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売

8MIGI

p8下右

現物売注文
-注文受付［4/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

4-7-9ｐ上

8ｐHIDARI 
P9下左

注文照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文状況：
 すべて　　　　　 検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
預り：特定預り
取消／訂正／詳細

▼

P9下右

注文照会［2/2］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
（現値172）
預り：特定預り
注文日：09/02/24
期間   ：09/02/24
チャネル   ：携帯
手数料：---
取消／訂正

［0］画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13:23:51
注文株数：1,000株
執行条件：成行
未約定：1,000株

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

▼

▼▼

現物売注文
-注文入力［2/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　○当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　○特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　○保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

▼

現物売注文
-注文確認［3/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：310円
概算受渡金額：306,819円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注
文発注ボタンをクリックして
ください。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物売注文確認画面

ご注文内容を確認してくだ
さい。注意事項を確認後、
｢取引パスワード｣を入力
し､｢注文発注｣ボタンを選
択してください。

▼

7ｐ下

現物売注文
-銘柄選択［1/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 保有数量・売却可能数
量は、単元株のみ表示し
ています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-4/4件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
預り：特定預り
保有株数：1,000株
売却可能：1,000株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売
-----------------------------
＊＊＊＊:○○○○
預り：特定預り
保有株数：100株
売却可能：100株
現物売

8MIGI

p8下右

現物売注文
-注文受付［4/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文を受付けました。
必ず注文照会でご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

4-7-9ｐ上

8ｐHIDARI 
P9下左

注文照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
注文状況：
 すべて　　　　　 検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
預り：特定預り
取消／訂正／詳細

▼

P9下右

注文照会［2/2］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［31］注文中（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：成行
（現値172）
預り：特定預り
注文日：09/02/24
期間   ：09/02/24
チャネル   ：携帯
手数料：---
取消／訂正

［0］画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13:23:51
注文株数：1,000株
執行条件：成行
未約定：1,000株

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

▼

▼▼

現物売注文
-注文入力［2/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
当社最良執行市場は［東証］
です。
 当社最良執行市場 　非表示
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:309↓（15:00）
前日比:－4（－1.28％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★市場:東証＊
★株数:　　　　株
　（売買単位）1000株
★単価:
　 指値-条件なし
　　　　　円
　（制限値幅）
　 229～389円
★期間:
　○当日中
　○期間指定
　 --------------
★預り区分:
　○特定預り
　○一般預り
★保護/代用区分:
　○代用預り
　○保護預り
ーーーーーーーーーーーーーーー
□内部者（インサイダー）取引
に該当する取引ではありません。
  注文確認

▼

現物売注文
-注文確認［3/4］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ご注文内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物売
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値310円
期間：期間指定 10/12/24（火）
預り区分：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆概算注文見積
見積単価：310円
概算受渡金額：306,819円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注
文発注ボタンをクリックして
ください。
◎取引パスワード

  注文発注　入力画面へ

現物売注文受付画面

ご注文後は、必ず「注文照
会｣画面でご確認ください。

9 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。



株式売り注文

10

注文照会、訂正、取消

4-7-9ｐ上

P9下左

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
取消／訂正／詳細

P9下右

注文照会
-注文詳細［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
平均約定単価：ーー
取消／訂正
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：1,000
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円

▼

新12

注文照会[2/2]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
[31]取消完了（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：指値 170円
（現値175）
預り：特定預り
注文日　：09/02/24
期間　　：09/02/24
チャネル：携帯
手数料：--
取消/訂正

[0]画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13：23：51
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓株数訂正指示
09/02/24　14：00：00
注文株数：（1,000）株
未約定：1,000株
↓訂正完了
09/02/24　14：10：00
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓取消指示
09/02/24　14：30：00
未約定：1,000株
↓取消完了
09/02/24　14：40：00
未約定：0株

10ｐ上

注文訂正
-訂正入力［1/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
  非表示       
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:306（15:00）
前日比:0（0.00％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
単価・株数のいずれかを
選択して、訂正してください。
★訂正指定
　○株数
　○単価
★株数：1,000株
　（未約定1,000株）
　（約定済0株）
　　　　　株
　（売買単位）1,000株
★単価：指値295円
　 指値-条件なし▼
　　　　　円
　（制限値幅）
　226～386円
★期間：10/12/14（火）                                    
  注文確認            

▼

11ｐ

注文訂正
-注文確認［2/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値 295円
　 →指値 300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
訂正ボタンをクリックしてくだ
さい。
◎取引パスワード

  注文訂正　入力画面へ

11p右下10ｐ左下 10p右下

注文訂正
-訂正受付［3/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文訂正を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は訂正はできませ
ん。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文訂正内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消[3/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
訂正を受付けました。
すでに売買約定が成立して
いる場合がございます。必ず
注文状況をご確認ください。
受付時間：09/02/24
受付時刻：14：30：00

注文訂正[2/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取消内容
注文日　：09/02/24
注文時刻：13：23：51
注文番号：31
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
　→1,000株
単価：指値 170円
期間：当日中 09/02/24
預り：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンを押してください。
　取引パスワード

  注文取消　

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

注文一覧画面

現在お出しになっている注
文の一覧リストが表示され
ます。
詳細を確認したい注文があ
れば「詳細」を選択してく
ださい。
＊注文の「取消」や「訂正」
もこの画面から行えます。

3ｐ上

3ｐ下

ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID：

パスワード：

メニュー選択：
 トップメニュー
  ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー

▼

4ｐ下左

4ｐ下右

現物買注文［1/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
コード : 
銘柄名 :
市場 　: 優先市場
　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー 

現物買注文［2/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海○○工業（＊＊＊＊）
市場：JASDAQ*
現物買
-----------------------
東海○○産業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海○○商業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海東京証券（8616）
市場：東証*
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：優先市場）

▼

4-7-9ｐ上

お知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆口座番号
　×××-×××××××
　×× ××
　前回のログイン：
　09/02/23　14:08:41
ーーーーーーーーーーーーーーーー
OK

p4マルチ用控え

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
　注文照会（店舗取引）
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/11/16
22:36:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

ログアウト

トップメニュー画面

ご注文の発注状況を確認したり、訂正・取消ができます。

「注文照会、訂正、取消」
を選択してください。



4-7-9ｐ上

P9下左

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
取消／訂正／詳細

P9下右

注文照会
-注文詳細［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
平均約定単価：ーー
取消／訂正
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：1,000
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円

▼

新12

注文照会[2/2]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
[31]取消完了（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：指値 170円
（現値175）
預り：特定預り
注文日　：09/02/24
期間　　：09/02/24
チャネル：携帯
手数料：--
取消/訂正

[0]画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13：23：51
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓株数訂正指示
09/02/24　14：00：00
注文株数：（1,000）株
未約定：1,000株
↓訂正完了
09/02/24　14：10：00
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓取消指示
09/02/24　14：30：00
未約定：1,000株
↓取消完了
09/02/24　14：40：00
未約定：0株

10ｐ上

注文訂正
-訂正入力［1/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
  非表示       
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:306（15:00）
前日比:0（0.00％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
単価・株数のいずれかを
選択して、訂正してください。
★訂正指定
　○株数
　○単価
★株数：1,000株
　（未約定1,000株）
　（約定済0株）
　　　　　株
　（売買単位）1,000株
★単価：指値295円
　 指値-条件なし▼
　　　　　円
　（制限値幅）
　226～386円
★期間：10/12/14（火）                                    
  注文確認            

▼

11ｐ

注文訂正
-注文確認［2/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値 295円
　 →指値 300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
訂正ボタンをクリックしてくだ
さい。
◎取引パスワード

  注文訂正　入力画面へ

11p右下10ｐ左下 10p右下

注文訂正
-訂正受付［3/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文訂正を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は訂正はできませ
ん。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文訂正内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消[3/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
訂正を受付けました。
すでに売買約定が成立して
いる場合がございます。必ず
注文状況をご確認ください。
受付時間：09/02/24
受付時刻：14：30：00

注文訂正[2/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取消内容
注文日　：09/02/24
注文時刻：13：23：51
注文番号：31
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
　→1,000株
単価：指値 170円
期間：当日中 09/02/24
預り：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンを押してください。
　取引パスワード

  注文取消　

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

注文詳細画面

注文照会、訂正、取消

4-7-9ｐ上

P9下左

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
取消／訂正／詳細

P9下右

注文照会
-注文詳細［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
平均約定単価：ーー
取消／訂正
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：1,000
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円

▼

新12

注文照会[2/2]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
[31]取消完了（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：指値 170円
（現値175）
預り：特定預り
注文日　：09/02/24
期間　　：09/02/24
チャネル：携帯
手数料：--
取消/訂正

[0]画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13：23：51
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓株数訂正指示
09/02/24　14：00：00
注文株数：（1,000）株
未約定：1,000株
↓訂正完了
09/02/24　14：10：00
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓取消指示
09/02/24　14：30：00
未約定：1,000株
↓取消完了
09/02/24　14：40：00
未約定：0株

10ｐ上

注文訂正
-訂正入力［1/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
  非表示       
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:306（15:00）
前日比:0（0.00％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
単価・株数のいずれかを
選択して、訂正してください。
★訂正指定
　○株数
　○単価
★株数：1,000株
　（未約定1,000株）
　（約定済0株）
　　　　　株
　（売買単位）1,000株
★単価：指値295円
　 指値-条件なし▼
　　　　　円
　（制限値幅）
　226～386円
★期間：10/12/14（火）                                    
  注文確認            

▼

11ｐ

注文訂正
-注文確認［2/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値 295円
　 →指値 300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
訂正ボタンをクリックしてくだ
さい。
◎取引パスワード

  注文訂正　入力画面へ

11p右下10ｐ左下 10p右下

注文訂正
-訂正受付［3/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文訂正を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は訂正はできませ
ん。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文訂正内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消[3/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
訂正を受付けました。
すでに売買約定が成立して
いる場合がございます。必ず
注文状況をご確認ください。
受付時間：09/02/24
受付時刻：14：30：00

注文訂正[2/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取消内容
注文日　：09/02/24
注文時刻：13：23：51
注文番号：31
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
　→1,000株
単価：指値 170円
期間：当日中 09/02/24
預り：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンを押してください。
　取引パスワード

  注文取消　

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

注文訂正入力画面

訂正できるのは「単価」か
「株数」です。訂正したい
項目を選択し、数値をご入
力ください。
最後に「注文確認」ボタン
を選択してください。

11



4-7-9ｐ上

P9下左

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
取消／訂正／詳細

P9下右

注文照会
-注文詳細［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
平均約定単価：ーー
取消／訂正
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：1,000
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円

▼

新12

注文照会[2/2]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
[31]取消完了（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：指値 170円
（現値175）
預り：特定預り
注文日　：09/02/24
期間　　：09/02/24
チャネル：携帯
手数料：--
取消/訂正

[0]画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13：23：51
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓株数訂正指示
09/02/24　14：00：00
注文株数：（1,000）株
未約定：1,000株
↓訂正完了
09/02/24　14：10：00
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓取消指示
09/02/24　14：30：00
未約定：1,000株
↓取消完了
09/02/24　14：40：00
未約定：0株

10ｐ上

注文訂正
-訂正入力［1/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
  非表示       
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:306（15:00）
前日比:0（0.00％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
単価・株数のいずれかを
選択して、訂正してください。
★訂正指定
　○株数
　○単価
★株数：1,000株
　（未約定1,000株）
　（約定済0株）
　　　　　株
　（売買単位）1,000株
★単価：指値295円
　 指値-条件なし▼
　　　　　円
　（制限値幅）
　226～386円
★期間：10/12/14（火）                                    
  注文確認            

▼

11ｐ

注文訂正
-注文確認［2/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値 295円
　 →指値 300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
訂正ボタンをクリックしてくだ
さい。
◎取引パスワード

  注文訂正　入力画面へ

11p右下10ｐ左下 10p右下

注文訂正
-訂正受付［3/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文訂正を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は訂正はできませ
ん。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文訂正内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消[3/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
訂正を受付けました。
すでに売買約定が成立して
いる場合がございます。必ず
注文状況をご確認ください。
受付時間：09/02/24
受付時刻：14：30：00

注文訂正[2/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取消内容
注文日　：09/02/24
注文時刻：13：23：51
注文番号：31
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
　→1,000株
単価：指値 170円
期間：当日中 09/02/24
預り：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンを押してください。
　取引パスワード

  注文取消　

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

訂正内容確認画面

訂正内容を確認してくださ
い。注意事項を確認後、
「取引パスワード」を入力
し、「注文訂正」ボタンを
クリックしてください。

4-7-9ｐ上

P9下左

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
取消／訂正／詳細

P9下右

注文照会
-注文詳細［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：注文中（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 295円
平均約定単価：ーー
取消／訂正
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：1,000
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円

▼

新12

注文照会[2/2]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
[31]取消完了（未約定）
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
単価：指値 170円
（現値175）
預り：特定預り
注文日　：09/02/24
期間　　：09/02/24
チャネル：携帯
手数料：--
取消/訂正

[0]画面更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
  履歴明細　   　切替
◆履歴明細
↓注文
09/02/24　13：23：51
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓株数訂正指示
09/02/24　14：00：00
注文株数：（1,000）株
未約定：1,000株
↓訂正完了
09/02/24　14：10：00
注文株数：1,000株
執行条件：指値
注文単価：170円
未約定：1,000株
↓取消指示
09/02/24　14：30：00
未約定：1,000株
↓取消完了
09/02/24　14：40：00
未約定：0株

10ｐ上

注文訂正
-訂正入力［1/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
  非表示       
  更新
ーーーーーーーーーーーーーーーー
現在値:306（15:00）
前日比:0（0.00％）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
単価・株数のいずれかを
選択して、訂正してください。
★訂正指定
　○株数
　○単価
★株数：1,000株
　（未約定1,000株）
　（約定済0株）
　　　　　株
　（売買単位）1,000株
★単価：指値295円
　 指値-条件なし▼
　　　　　円
　（制限値幅）
　226～386円
★期間：10/12/14（火）                                    
  注文確認            

▼

11ｐ

注文訂正
-注文確認［2/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値 295円
　 →指値 300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ ご注文の際には注意事項
を必ずご確認ください。
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
訂正ボタンをクリックしてくだ
さい。
◎取引パスワード

  注文訂正　入力画面へ

11p右下10ｐ左下 10p右下

注文訂正
-訂正受付［3/3］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文訂正を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は訂正はできませ
ん。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文訂正内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証
株数：1,000株
単価：指値300円
期間：10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消[3/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
訂正を受付けました。
すでに売買約定が成立して
いる場合がございます。必ず
注文状況をご確認ください。
受付時間：09/02/24
受付時刻：14：30：00

注文訂正[2/3]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取消内容
注文日　：09/02/24
注文時刻：13：23：51
注文番号：31
取引：現物買
銘柄：東海東京証券（8616）
市場：東証
株数：1,000株
（約定済0）
　→1,000株
単価：指値 170円
期間：当日中 09/02/24
預り：特定預り
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、
取引パスワードを入力し注文
発注ボタンを押してください。
　取引パスワード

  注文取消　

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　出金指示
　入出金照会、出金取消
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

訂正内容受付画面

注文訂正受付け後、この画
面が表示されますので､ご
確認ください。
ただし、操作中に売買約定
が成立する場合がありま
す。必ず注文照会で訂正が
できたかどうかを確認して
ください。

注文照会、訂正

12※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。



注文照会、訂正、取消
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P11下左

新12

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：取消済（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定1,000）
（約定済0）
単価：指値 305円
取消/訂正/詳細

注文一覧画面

現在お出しになっている注
文の一覧から、取り消した
い注文の「取消」を選択し
てください。

3ｐ上

3ｐ下

ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID：

パスワード：

メニュー選択：
 トップメニュー
  ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー

▼

4ｐ下左

4ｐ下右

現物買注文［1/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
コード : 
銘柄名 :
市場 　: 優先市場
　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー 

現物買注文［2/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海○○工業（＊＊＊＊）
市場：JASDAQ*
現物買
-----------------------
東海○○産業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海○○商業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海東京証券（8616）
市場：東証*
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：優先市場）

▼

4-7-9ｐ上

お知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆口座番号
　×××-×××××××
　×× ××
　前回のログイン：
　09/02/23　14:08:41
ーーーーーーーーーーーーーーーー
OK

p4マルチ用控え

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
　注文照会（店舗取引）
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/11/16
22:36:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

ログアウト

トップメニュー画面



注文照会、取消
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新12

11ｐ 11p右下

注文取消
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文取消を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は取消できません。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしけれ
ば、取引パスワードを入力
し注文取消ボタンをクリッ
クしてください。
◎取引パスワード

  注文取消　

P11下左

注文照会
-注文一欄［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：取消済（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定 0）
（約定済 0）
単価：指値 305円
平均約定単価：--
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-2/2件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：305 円
未約定 ：1,000
↓取消完了
10/12/07 18:56
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円
受渡金額：--円
受渡日：--/--/--

新12

11ｐ 11p右下

注文取消
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文取消を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は取消できません。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしけれ
ば、取引パスワードを入力
し注文取消ボタンをクリッ
クしてください。
◎取引パスワード

  注文取消　

P11下左

注文照会
-注文一欄［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：取消済（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定 0）
（約定済 0）
単価：指値 305円
平均約定単価：--
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-2/2件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：305 円
未約定 ：1,000
↓取消完了
10/12/07 18:56
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円
受渡金額：--円
受渡日：--/--/--

注文取消受付画面

注文取消を受付けるとこの
画面が表示されますので、
ご確認ください。ただし、
操作中に売買約定が成立し
ている場合があります。必
ず注文照会で取消ができた
かどうかをご確認くださ
い。

注文取消画面

取消内容を確認後、「取引
パスワード」を入力し、
「注文取消」ボタンを選択
してください。

※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。
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注文照会、訂正、取消

新12

11ｐ 11p右下

注文取消
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーー
注文取消を受付けました。
既にご注文が約定している
場合等は取消できません。
必ず注文照会でご確認くだ
さい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
〔1〕注文照会

注文取消
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文取消内容
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーー
取引：現物買
市場：東証＊
株数：1,000株
単価：指値305円
期限： 10/12/14（火）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしけれ
ば、取引パスワードを入力
し注文取消ボタンをクリッ
クしてください。
◎取引パスワード

  注文取消　

P11下左

注文照会
-注文一欄［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：取消済（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定 0）
（約定済 0）
単価：指値 305円
平均約定単価：--
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-2/2件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/12/05 21:06
注文株数：1,000
執行条件：指値
注文単価：305 円
未約定 ：1,000
↓取消完了
10/12/07 18:56
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：--/--/--
約定株数：0
平均約定単価：--円
約定代金：--円
手数料
(税込)：--円
受渡金額：--円
受渡日：--/--/--

注文照会画面で「詳細」を
選択するとご発注いただい
たすべての履歴がご覧いた
だけます。
(※ 照会時の有効な注文や
当日の取消注文など)

注文の照会画面では
「未約定」と表示されて
いても、訂正や取消操
作中に約定する場合が
あります。それぞれの
操作後に、必ず注文照
会画面でご確認くださ
い。

P15下左

新12

注文照会
-注文一欄［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
銘柄コード(半角数字):
　　　　　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引：現物買
注文番号：94
注文状況：取消済（未約定）
市場：東証
預り:特定預り
注文日時： 10/12/05  21:06
期間： 10/12/14
株数：1,000
（未約定0）
（約定済0）
単価：指値 305円
詳細

注文照会画面



預り資産内容をご確認いだだけます。

預り資産

12ｐ下左 12ｐ下右

預り資産
-預り評価合計［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 保有資産合計は前営業日
約定基準で表示されます。
！ 信用建玉の評価損益は諸
経費が含まれておりません。
！ 一部評価できない銘柄が
あり、そのような銘柄は評価
額に含まれておりません。評
価額が表示されていない銘
柄は「預り評価明細」で「参
考時価」「評価額」が「----」
表示となっています。
上段は評価額、下段は評価
損益です。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆保有資産評価合計
現金残高：
　　　    4,150,675円
                          ----円
MRF：
　　　    9,670,264円
                          ----円
国内株式：
　　　    3,446,300円
                ＋72,100円
国内債券：
　　　    5,024,325円
　　　　  ー37,500円
国内投信：
　　　  10,613,862円
　　　   ＋264,600円
-----------------------------
合計：
　　　  46,693,531円
　　　＋1,150,931円
預り評価明細へ

預り資産
-預り評価明細[2/2]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 信用建玉の評価損益は諸
経費が含まれておりません。
！ 単価は、買付単価と異なる
場合があります。
！ 参考時価は、前営業日現
在の参考時価を表示してい
ます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/33 件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
商品：株式
保/代：保護
預り区分：特定預り
預り日：10/11/12
数量：1,000
単価：292 円
取得コスト：295 円
参考時価：306 円
取得金額：295,000 円
評価額：306,000 円
評価損益：+11,000 円
1 2 3 4 5 〉〉
次へ[#]

12ｐ上

買付余力
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆本日適用余力
現物買付可能額：

15,167,033円
出金可能額：

15,167,033円

預り資産（合計）画面

現物株式や投資信託など商
品ごとに前営業日約定基準
で預り資産の合計を表示し
ます。
｢現物株式｣を選択すると､
銘柄ごとの詳細が表示され
ます。

12ｐ下左 12ｐ下右

預り資産
-預り評価合計［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 保有資産合計は前営業日
約定基準で表示されます。
！ 信用建玉の評価損益は諸
経費が含まれておりません。
！ 一部評価できない銘柄が
あり、そのような銘柄は評価
額に含まれておりません。評
価額が表示されていない銘
柄は「預り評価明細」で「参
考時価」「評価額」が「----」
表示となっています。
上段は評価額、下段は評価
損益です。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆保有資産評価合計
現金残高：
　　　    4,150,675円
                          ----円
MRF：
　　　    9,670,264円
                          ----円
国内株式：
　　　    3,446,300円
                ＋72,100円
国内債券：
　　　    5,024,325円
　　　　  ー37,500円
国内投信：
　　　  10,613,862円
　　　   ＋264,600円
-----------------------------
合計：
　　　  46,693,531円
　　　＋1,150,931円
預り評価明細へ

預り資産
-預り評価明細[2/2]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 信用建玉の評価損益は諸
経費が含まれておりません。
！ 単価は、買付単価と異なる
場合があります。
！ 参考時価は、前営業日現
在の参考時価を表示してい
ます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/33 件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
商品：株式
保/代：保護
預り区分：特定預り
預り日：10/11/12
数量：1,000
単価：292 円
取得コスト：295 円
参考時価：306 円
取得金額：295,000 円
評価額：306,000 円
評価損益：+11,000 円
1 2 3 4 5 〉〉
次へ[#]

12ｐ上

買付余力
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆本日適用余力
現物買付可能額：

15,167,033円
出金可能額：

15,167,033円

銘柄ごとの保有株数、取得
単価、現在値、評価損益な
どが表示されます。
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P15-1

▼ ▼▼

▼ ▼▼

注文日
 2010　　  11         05       ～

 2010　　  12         04

  検索

株式注文履歴
-履歴照会[2/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/6件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/18
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 290 円
詳細

P15-2

P15-3

株式注文履歴
-履歴照会[3/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/19
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 295 円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-3/3件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/11/16 13:29
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：2,000
---------------------------
↓約定
10/11/18 15:00
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：10/11/18
約定株数：2,000
平均約定単価：295 円
約定代金：295,000 円
手数料
（税込）：3,205 円
受渡金額：298,205 円
受渡日：10/11/25

P15-3

株式注文履歴
-履歴検索[1/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 全営業日までの注文及び
約定状況を表示しており、本
日の約定状況の反映は翌営
業日となります。直近の約定
状況は注文照会でご確認く
ださい。
！ 株式注文履歴を前営業の
過去1ヶ月間表示する事がで
きます。表示する期間を指定
して検索ボタンをクリックして
ください。

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/12/05
20:26:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

注文履歴検索画面

注文履歴一覧

P15-1

▼ ▼▼

▼ ▼▼

注文日
 2010　　  11         05       ～

 2010　　  12         04

  検索

株式注文履歴
-履歴照会[2/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/6件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/18
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 290 円
詳細

P15-2

P15-3

株式注文履歴
-履歴照会[3/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/19
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 295 円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-3/3件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/11/16 13:29
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：2,000
---------------------------
↓約定
10/11/18 15:00
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：10/11/18
約定株数：2,000
平均約定単価：295 円
約定代金：295,000 円
手数料
（税込）：3,205 円
受渡金額：298,205 円
受渡日：10/11/25

P15-3

株式注文履歴
-履歴検索[1/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 全営業日までの注文及び
約定状況を表示しており、本
日の約定状況の反映は翌営
業日となります。直近の約定
状況は注文照会でご確認く
ださい。
！ 株式注文履歴を前営業の
過去1ヶ月間表示する事がで
きます。表示する期間を指定
して検索ボタンをクリックして
ください。

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/12/05
20:26:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

トップメニュー画面

トップメニュー画面の資産
状況の注文履歴からご利用
になれます。

次に表示したい履歴の期間
を指定してください。
注文日の日付を入力してく
ださい。最後に「検索」ボ
タンを選択してください。

過去に出した注文の履歴がご覧いただけます。

17 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。

履歴がご覧いただ
けるのは最大で
１ヵ月までです。



P15-1

▼ ▼▼

▼ ▼▼

注文日
 2010　　  11         05       ～

 2010　　  12         04

  検索

株式注文履歴
-履歴照会[2/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/6件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/18
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 290 円
詳細

P15-2

P15-3

株式注文履歴
-履歴照会[3/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/19
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 295 円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-3/3件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/11/16 13:29
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：2,000
---------------------------
↓約定
10/11/18 15:00
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：10/11/18
約定株数：2,000
平均約定単価：295 円
約定代金：295,000 円
手数料
（税込）：3,205 円
受渡金額：298,205 円
受渡日：10/11/25

P15-3

株式注文履歴
-履歴検索[1/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 全営業日までの注文及び
約定状況を表示しており、本
日の約定状況の反映は翌営
業日となります。直近の約定
状況は注文照会でご確認く
ださい。
！ 株式注文履歴を前営業の
過去1ヶ月間表示する事がで
きます。表示する期間を指定
して検索ボタンをクリックして
ください。

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/12/05
20:26:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

注文履歴一覧画面

選択した期間の注文履歴が
すべて表示されます。
「詳細」を選択すると、指
定した注文の詳細な履歴が
ご覧になれます。

P15-1

▼ ▼▼

▼ ▼▼

注文日
 2010　　  11         05       ～

 2010　　  12         04

  検索

株式注文履歴
-履歴照会[2/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/6件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/18
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 290 円
詳細

P15-2

P15-3

株式注文履歴
-履歴照会[3/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
取引:現物買
注文番号:78
注文状況:約定済(全部約定)
市場:東証
預り:特定預り
注文日時:10/11/16 13:29
期間:期間指定 10/11/19
株数:2,000
(約定済2,000)
単価：指値 295 円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-3/3件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆履歴明細
↓注文
10/11/16 13:29
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：2,000
---------------------------
↓約定
10/11/18 15:00
注文株数：2,000
執行条件：指値
注文単価：295 円
未約定 ：0
◆約定結果
約定日：10/11/18
約定株数：2,000
平均約定単価：295 円
約定代金：295,000 円
手数料
（税込）：3,205 円
受渡金額：298,205 円
受渡日：10/11/25

P15-3

株式注文履歴
-履歴検索[1/3]-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 全営業日までの注文及び
約定状況を表示しており、本
日の約定状況の反映は翌営
業日となります。直近の約定
状況は注文照会でご確認く
ださい。
！ 株式注文履歴を前営業の
過去1ヶ月間表示する事がで
きます。表示する期間を指定
して検索ボタンをクリックして
ください。

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/12/05
20:26:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

注文履歴詳細画面

18

注文履歴一覧



入出金照会
入出金の照会ができます。

新P17携帯マルチ

入出金照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
入出金区分：入金
入出金状況：受付済
入出金指示日：10/12/07
入出金指示時刻：10：32
入金額：20,000 円
入出金予定日：10/12/07
摘要：お預り

各種余力
ーーーーーーーーーーーーーーー
！ 「現物買付可能額」とは、
株式買付等の注文可能金
額を示すものであり、金銭残
高を示すものではございませ
ん。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆適用余力(本日)
現物買付可能額：
　　　　 8,658,639 円
出金可能額：
               8,658,639 円
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆適用余力(受渡日別)
現物買付可能額：
10/12/06 8,658,639 円
10/12/07 8,658,639 円
               ：
10/12/17 8,658,639 円
10/12/20 8,658,639 円

出金可能額：
10/12/06 8,658,639 円
10/12/07 8,658,639 円
　　　　：
10/12/17 8,658,639 円
10/12/20 8,658,639 円

入出金照会画面

入出金の照会ができます。

19 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。

3ｐ上

3ｐ下

ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID：

パスワード：

メニュー選択：
 トップメニュー
  ログイン
ーーーーーーーーーーーーーーーー

▼

4ｐ下左

4ｐ下右

現物買注文［1/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
コード : 
銘柄名 :
市場 　: 優先市場
　検索
ーーーーーーーーーーーーーーーー 

現物買注文［2/5］
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
東海○○工業（＊＊＊＊）
市場：JASDAQ*
現物買
-----------------------
東海○○産業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海○○商業（＊＊＊＊）
市場：東証*
現物買
-----------------------
東海東京証券（8616）
市場：東証*
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：優先市場）

▼

4-7-9ｐ上

お知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆口座番号
　×××-×××××××
　×× ××
　前回のログイン：
　09/02/23　14:08:41
ーーーーーーーーーーーーーーーー
OK

p4マルチ用控え

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
　銘柄検索
　ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
　注文照会（店舗取引）
◆資産状況
　預り資産
　買付余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会
◆口座情報
　登録情報照会

ログアウト

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
　　　　　  8,478,025円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
前回ログイン日時：2010/11/16
22:36:33
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆取引（国内株式）
　現物買注文
　現物売注文
　注文照会、訂正、取消
◆資産状況
　預り資産
　各種余力
　注文履歴
◆入出金
　入出金照会

ログアウト

トップメニュー画面



各種余力
買付余力照会ができます。

20

各種余力
ーーーーーーーーーーーーーーー
！ 「現物買付可能額」とは、
株式買付等の注文可能金
額を示すものであり、金銭残
高を示すものではございませ
ん。
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆適用余力(本日)
現物買付可能額：

出金可能額：

ーーーーーーーーーーーーーーー
◆適用余力(受渡日別)
現物買付可能額：
10/12/06 8,658,639 円
10/12/07 8,658,639 円
               ：
10/12/17 8,658,639 円
10/12/20 8,658,639 円

出金可能額：
10/12/06 8,658,639 円
10/12/07 8,658,639 円
    ：
10/12/17 8,658,639 円
10/12/20 8,658,639 円

各種余力照会画面

※営業店での初回取引時には事前入金が必要です。

現物買付可能額の範
囲内で買い注文を注
文発注していただけ
ます。適用余力(現物
買付可能額)はお預り
金(ＭＲＦ+入金+売
却代金)となります。

4ｐ右

現物買注文
-銘柄検索［2/5］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
買付可能額：
       8,769,820円
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-5/14件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
＊＊＊＊:○○東海
市場：JASDAQ＊
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:東海○○製作所
市場：東証＊ 名証
現物買
------------------------------
＊＊＊＊:○○○○東海
市場：東証＊
現物買
------------------------------
8616:東海東京フィナン
シャル・ホールディングス
市場：東証＊ 大証 名証
現物買
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1 2 3
前へ[＊] 次へ[#]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
（＊：当社最良執行市場）
ーーーーーーーーーーーーーーーー
［8］このページのトップ
［9］サイトトップ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
All rights reserved.

p4マルチ用控え

トップメニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆投資情報
 銘柄検索
 ポートフォリオ
◆取引（国内株式）
 現物買注文
 現物売注文
 注文照会、訂正、取消
 注文照会（店舗取引）
◆資産状況
 預り資産
 買付余力
 注文履歴
◆入出金
 入出金照会
◆口座情報
 登録情報照会

ログアウト

       8,658,639 円

               8,658,639 円

オンライントレードは、「前受制」となります。買い注文につ
いては、「お預り金（ＭＲＦ残高+入金+売却代金）」を現物
買付可能額として算出します。現物買付可能額の範囲内で
株式等の買付注文をお出しいただけます。
ただし、営業店からご注文のお取引については前受制では
ございません。



21ｐ左

21p右

出金指示
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示内容
 出金予定：11/01/05 
 出金指示金額：1,000, 000円 
  出金先指定口座：
  ○○○銀行
  本店
  普通
  1234＊＊
 摘要：銀行口座へ振込 
ーーーーーーーーーーーーーーーー 
！ 当日分の出金受付は、 銀行
振替は15：30まで、ゆうちょ銀
行振替は15：00までとなって
います。 
上記の内容でよろしければ、 
出金指示確認 取引パスワー
ドを入力し出金指示ボタンを
押してください。 
◎取引パスワード

  出金指示 入力画面へ

出金指示
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★出金可能額：
 1,000,000円
★出金指示金額：
 1,000,000  円
★出金指定先口座：
 ○○○銀行
 本店
 普通
 1234＊＊
ーーーーーーーーーーーーーーーー
 ！ 当日分の出金受付は、 銀
行振替は15：30まで、ゆうち
ょ銀行振替は15：00までとな
っています。   
 出金指示確認

出金指示確認画面

出金

21ｐ左

21p右

出金指示
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示内容
 出金予定：11/01/05 
 出金指示金額：1 , 000 , 000円 
  出金先指定口座： 
  ○○○銀行
  本店
  普通
  1234＊＊
 摘要：銀行口座へ振込 
ーーーーーーーーーーーーーーーー 
！ 当日分の出金受付は、 銀行
振替は15：30まで、ゆうちょ銀
行振替は15：00までとなって
います。 
上記の内容でよろしければ、 
出金指示確認 取引パスワー
ドを入力し出金指示ボタンを
押してください。 
◎取引パスワード

  出金指示 入力画面へ

出金指示
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★出金可能額：
 1,000,000円
★出金指示金額：
 1,000,000  円
★出金指定先口座：
 ○○○銀行
 本店
 普通
 1234＊＊
ーーーーーーーーーーーーーーーー
 ！ 当日分の出金受付は、 銀
行振替は15：30まで、ゆうち
ょ銀行振替は15：00までとな
っています。   
 出金指示確認

出金指示入力画面

「出金指示金額」を入力し、
「出金指示確認」ボタンを
選択してください。

ご指定の口座に出金指示を出したり、照会・取消ができます。

21 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。

内容を確認後、「取引パス
ワ ード」を入力し、「出金
指示」ボタンを選択してく
ださい。



p22

出金指示
ーーーーーーーーーーーーーーーー
出金を受付けました。
必ず入出金照会をご確認くださ
い。
受付日：11/01/05 
受付時刻：○：○：○ 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示内容
 出金予定：11/01/06 
 出金指示金額 ：1,000 ,000円 
  出金先：指定口座 
  ○○○銀行
  本店
  普通
  1234＊＊
 摘要：銀行口座へ振込
ーーーーーーーーーーーーーーーー
入出金照会

出金指示受付画面

出金の受付を完了しまし
た。
必ず「入出金照会」で内容
をご確認ください。

22

　出金



入出金

23 ※本文中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。

23ｐ左

23p右

p24

入出金照会
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
取消を受付けました。
必ず入出金照会をご確認くださ
い。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金）
　出金指示金額 ：1 , 000 , 000円 
 　出金先：
　　○○○銀行
　　本店
　　普通
　　1234＊＊
　摘要：銀行口座への振込

入出金照会
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金） 
　出金指示金額：1,000,000円 
 出金先： 
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：銀行口座への振込 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、 
取引パスワードを入力し出金
指示取消ボタンを押してくださ
い。 
◎取引パスワード

  出金指示取消

入出金照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 出金指示を取り消す場合は 
「取消」リンクをクリックしてくださ
い。 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
入出金区分：出金
入出金状況：受付中
入出金指示日：11/01/06
入出金指示時刻：10：45
出金額 ：1,000,000円
入出金予定日：11/01/07  
 出金先 ：
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：お振込
ーーーーーーーーーーーーーーーー
　取消

出金指示取消画面

23ｐ左

23p右

p24

入出金照会
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
取消を受付けました。
必ず入出金照会をご確認くださ
い。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金）
　出金指示金額 ：1 , 000 , 000円 
 　出金先：
　　○○○銀行
　　本店
　　普通
　　1234＊＊
　摘要：銀行口座への振込

入出金照会
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金） 
　出金指示金額：1,000,000円 
 出金先： 
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：銀行口座への振込 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、 
取引パスワードを入力し出金
指示取消ボタンを押してくださ
い。 
◎取引パスワード

  出金指示取消

入出金照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 出金指示を取り消す場合は 
「取消」リンクをクリックしてくださ
い。 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
入出金区分：出金
入出金状況：受付中
入出金指示日：11/01/06
入出金指示時刻：10：45
出金額 ：1,000,000円
入出金予定日：11/01/07  
 出金先 ：
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：お振込
ーーーーーーーーーーーーーーーー
　取消

入出金照会画面

入出金や出金指示をご確認
いただけます。
出金指示を取り消したい場
合は「取消」を選択してく
ださい。

内容を確認後、「取引パス
ワード」を入力し、「出金
指示取消」ボタンを選択し
てください。
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入出金

23ｐ左

23p右

p24

入出金照会
-取消受付［2/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
取消を受付けました。
必ず入出金照会をご確認くださ
い。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金）
　出金指示金額 ：1 , 000 , 000円 
 　出金先：
　　○○○銀行
　　本店
　　普通
　　1234＊＊
　摘要：銀行口座への振込

入出金照会
-取消確認［1/2］-

ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆出金指示取消内容
　出金予定日：11/01/07（金） 
　出金指示金額：1,000,000円 
 出金先： 
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：銀行口座への振込 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の内容でよろしければ、 
取引パスワードを入力し出金
指示取消ボタンを押してくださ
い。 
◎取引パスワード

  出金指示取消

入出金照会
ーーーーーーーーーーーーーーーー
！ 出金指示を取り消す場合は 
「取消」リンクをクリックしてくださ
い。 
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1-1/1件中
ーーーーーーーーーーーーーーーー
入出金区分：出金
入出金状況：受付中
入出金指示日：11/01/06
入出金指示時刻：10：45
出金額 ：1,000,000円
入出金予定日：11/01/07  
 出金先 ：
　○○○銀行
　本店
　普通
　1234＊＊
摘要：お振込
ーーーーーーーーーーーーーーーー
　取消

出金指示取消確認画面

出金指示取消の受付を完了
しました。
必ず「入出金照会」で内容
をご確認ください。



お取引時間

国内株式

※ 6：00～8：00(福証、札証は8：30)､11：30～12：05（福証、
札証は12：15）は取引所が受付時間外のため、訂正･取消に
ついては受付時間開始後にご確認ください。
※平日､当日分のご注文は､各取引所終了までとなります。

【平日】

翌営業日予約注文

【土･日･祝】
24：006：002：000：00

24：0015：3515：306：002：000：00

翌営業日予約注文

25

ご注文・お取引について

・お客様の勤務先等により内部者取引の対象となる銘柄
・売買取引規制等に該当する銘柄
・安定操作取引銘柄に該当する銘柄の買付
・オンライントレード対象外銘柄等

当日分注文＊

ご注文の銘柄が次のいずれかに該当する場合または一定金
額を超えるご注文はオンライントレードでお取引ができま
せん。
また、買付にあたり現在のお客様の投資方針やご経験等に
よりお取引をお受けできない場合があります。
その際にはお取引の営業店にご注文ください。
ただし、手数料等につきましては、注文を受付した窓口の
手数料が適用されますのでご了承ください。



◆手数料及びリスク等について

◆当社の概要

商 号 等：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者
東海財務局長（金商）第140 号

加入協会：日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

＊当資料は、作成時の情報に基づき作成しています。今後内容
が変更になる場合があります。

リスクについて

26

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手
数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して上限
1.242%（税込）（ただし、最低手数料2,700円（税込）、同取引
がダイレクト口座のオンライントレードの場合は約定代金
に対して上限0.3726%（税込）（ただし、最低手数料1,620円
（税込）、コールセンター取引の場合は約定代金に対して上
限0.8694%（税込）（ただし、最低手数料2,430円（税込））））
の委託手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販
売手数料及び信託報酬等の諸経費、等）をご負担いただく
場合があります。金融商品等には株式相場、金利水準の変
動等による「市場リスク」、金融商品等の発行者等の業務や
財産の状況等に変化が生じた場合の「信用リスク」、外国証
券である場合には、「為替変動リスク」等により損失が生じ
るおそれがあります。さらに、新株予約権等が付された金融
商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」
等があります。なお、信用取引又はデリバティブ取引を行う
場合には、その損失の額がお客様より差入れいただいた委
託保証金又は証拠金の額を上回るおそれがあります。
手数料等およびリスクは、金融商品等ごとに異なりますの
で、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目
論見書等をよくお読みください。
投資信託をお申込みの際は必ず投資信託説明書（交付目
論見書）をご覧ください。
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