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浜銀ＴＴ証券ダイレクトをご利用いただくために次の環境を推奨いたします。

ブラウザOS

（メトロモード除く）

Microsoft Windows 10
（タブレットモードを除く）

Mac OS 10.14
(Mojave) 

Internet Explorer 11.X
Firefox  （最新版）

Google Chrome  （最新版）

Microsoft Edge
Internet Explorer 11.X

Firefox  （最新版）
Google Chrome  （最新版）

Safari 12.X

ご利用にあたって ご利用にあたって

1 推奨環境 2 お取引にあたって

【パソコン・タブレット・スマートフォン】
・国内現物株式等の買付注文・売却注文
・国内投資信託の買付注文・売却注文
・各種照会

○転居等による郵送物の返戻があった場合
○登録内容（ご住所、お勤め先、お役職、振込先銀行口座、お届印等）に変更が生じた場合

当社での保有資産の評価額、評価損益
取引履歴（過去24か月分）
注文履歴（株式・投資信託の過去１か月分の注文発注状況）
配当金履歴（過去１８か月分）　等

・上記の場合、カスタマーサポートセンターかお取引店に変更届等をご請求いただき、
ご提出ください。
・Ｅメールの受信制限を設定されている場合は、「info@hamagintt.co.jp」からのメールを
 受信できるよう設定を行ってください。
・Ｅメールアドレスの変更は浜銀ＴＴ証券ダイレクトの口座情報メニューから変更できます。
・申告いただいたお客さまの投資目的等を変更する場合は、お取引店へご連絡ください。

・取引報告書等の電子交付
・出金指示（お客さまの証券総合取引口座からお客さまの事前に登録された銀行口座への出金）

・国内現物株式等の買付注文・売却注文
・各種照会

・出金指示（お客さまの証券総合取引口座からお客さまの事前に登録された銀行口座への出金）

当社での保有資産の評価額、評価損益
注文履歴（株式の過去１か月分の注文発注状況）

【携帯サイト】

3 お取扱い内容

上記環境を満たしている場合でも、表示画面の種類や数、その対象銘柄により、快適にご利用いただけないことがございます。
また、本サービスをご利用いただくにあたり、画面表示や動作に著しい不具合がないことを、一般的なご利用環境において確認
しておりますが、上記に記載された環境でご利用の場合でもお客さまのパソコン環境により快適にご利用いただけない場合や
正常に動作しない場合もあります。
当社の推奨環境に含まれている製品（ＯＳやブラウザ等）が、製品提供元（マイクロソフト社等）のサポートが終了した場合、そ
の時点において当社の推奨環境から適用外とさせていただきます。また、推奨環境は今後予告なく変更する場合がありますの
で、ご了承ください。

なお、本マニュアルに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。

お客さまの口座の登録状況等が、次のような場合には、速やかにご登録の変更手続きをお願い
します。変更手続きが完了するまでお取引を停止させていただく場合がございますので、ご了承
ください。

Mac OS 10.15
　（Catalina）

Safari 13.X

PC

ブラウザOS
タブレット

Microsoft Windows 8.1

iOS (11.x, 12.x)
iPadOS (13.1)

標準ブラウザ（Safari）

Android (6.0, 7.x, 8.x, 9.0) 標準ブラウザ(Chrome78.x)

ブラウザOS
スマートフォン

iOS (11.x, 12.x, 13.0, 13.1, 13.2) 標準ブラウザ（Safari）

Android (6.0, 7.x, 8.x, 9.0, 10.0) 標準ブラウザ(Chrome78.x)
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ご利用にあたってご利用にあたって

4 ご利用時間

※東京証券取引所以外については、15：30が締切時間となります。

【平日、土・日・祝】
0：00 42 ：00

・各種照会（電子交付サービス含む）

照会可能 照会可能照会不可

【平日】
0：00 2： 6：

6：

6：

00

002： 00

002： 00

6：00

6：00

002：

002：

15：00 15：35 24：00

・国内現物株式等の注文

翌営業日
予約注文 当日分注文※ 翌営業日予約注文

【土・日・祝】
0：00 42 ：00

※国内投資信託は、銘柄により当日注文の締切時刻が異なりますので、事前に必ずご確認ください。
※海外休日の場合は、翌営業日の予約注文となります。
※浜銀ＴＴ証券ダイレクトでは、午前２時から午前６時にお預り資産や注文等の更新をおこなうため、午前０時から午前１時５９分までの間は、
　前日の情報等が表示される場合があります。

翌営業日
予約注文 翌営業日予約注文

【平日】
0：00 51 ： 4200 ：00

・国内投資信託の注文

翌営業日
予約注文 当日分注文

取引不可

文注約予日業営翌可不引取

【土・日・祝】
0：00 42 ：00
翌営業日
予約注文 翌営業日予約注文

取引不可

取引不可

振替指示【平日】
0：00

7：30 18：55

7：30 21：00 42 ：00

振替不可 振替可能

申込【平日】
0：00 42 ：00

・リアルタイム即時口座振替サービス

申込可能申込不可

※振替入金は当日受渡のみの取扱いとなります。先日付の予約登録はできません。
※振替のご指示後は当該振替の取消・変更・訂正はできません。

振替不可

申込不可
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ご利用にあたってご利用にあたって

【入金】

・浜銀ＴＴ証券カード（ゆうちょＡＴＭ）でのご入金

5 入出金について

お買付にあたっては、前受制（購入に必要な資金を、あらかじめ証券会社の口座に預けておく制
度）になりますので、余裕をもったご入金をお願いいたします。入金は次のいずれかの方法によ
りおこなえます。

「浜銀ＴＴ証券カード」をご利用のお客さまは、ゆうちょＡＴＭからご入金ができます。
ご入金に際して手数料はかかりません。

・銀行振込み（振込専用口座サービス）でのご入金
「証券総合取引口座」に入金（振込）される際は、「横浜銀行かもめ支店」あてにお振り込みくださ
い。お客さまの口座に自動的に入金されます。
※振込専用口座の口座番号は、お客さまの「証券総合取引口座」の口座番号とは異なりますのでご注意ください。
※浜銀ＴＴ証券へのお振り込みに際しての手数料は原則浜銀ＴＴ証券が負担いたします。
※浜銀ＴＴ証券の『振込専用口座サービス』を利用して振り込みされた場合、お客さまのお取引店舗へのご連絡は不要です。
　（注）お振り込みに際し、正午までにお手続きになれない場合、翌営業日扱いとなることがありますのでご注意ください。

【出金】
浜銀ＴＴ証券ダイレクトによる出金指示の操作で、ご登録いただいているお客さまの銀行口座へ
お振込みいたします。操作方法については、「出金指示」のページをご覧ください。

・口座振替（リアルタイム口座振替サービス）でのご入金
オンラインサービスでのご指示により、簡単・即時にお客さまの浜銀TT証券お取引口座に資金
を振替入金することができます。
※浜銀TT証券ダイレクトに契約しログインしていただく必要がございます。
※当社提携金融機関（横浜銀行）にお客さま本人名義の取引口座をお持ちであることが必要となります。
※浜銀TT証券ダイレクトへログイン後、あらかじめ当社提携金融機関（横浜銀行）の預金口座をご登録いただきます。
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ご利用にあたってご利用にあたって

6 手数料等およびリスク等について

◆口座管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆浜銀ＴＴ証券ダイレクト利用料・・・・
◆振込手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商号等　浜銀ＴＴ証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1977号 
加入協会　日本証券業協会

無料
無料
入出金にかかわらず、お客さまと当社の間の振込みに
かかる手数料は当社で負担いたします。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資
産を含みます。

上記以外の金融商品等にも価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品
等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

手数料

当社の概要

金融商品等にご投資になる際には、各商品等に所定の手数料等〔お取引店経由で国内株式取
引を行う場合は約定代金に対して上限1.265％（消費税込み）（ただし、最低手数料2,750円
（消費税込み））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および信
託報酬等の諸経費等〕がかかる場合があります。
株式、債券、投資信託、投資証券等の金融商品の取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変
動や、投資信託、投資証券の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等（裏付け
資産※）の価格や評価額の変動に伴い、投資対象である金融商品の価格等が変動することによ
って損失が生じるおそれがあります。
金融商品の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の
業務や財産の状況等に変化が生じた場合、金融商品の価格が変動することによって損失が生
じるおそれがあります。また、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。
信用取引またはデリバティブ取引をおこなう場合は、その損失の額がお客さまより差し入れい
ただいた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれがあります。

・

・

 
・

 
・
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ログイン方法ログイグ ン方法

1 アクセス方法

ホームページアドレス　http://www.hamagintt.co.jp/

当社ホームページの
トップ画面右上部に
ある、浜銀ＴＴ証券ダ
イレクト「ログイン」
ボタンをクリックし
てください。
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ログイン方法ログイグ ン方法

2 ログイン方法

前ページの操作により、「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」を入力する画面が表示されます。

ログインに成功すると、以下の画面が表示されます。

①ログインＩＤとログインパスワードを
半角英数字（記号不可）でご入力く
ださい。

メニュー「取引」の「国内株式現物買注文」画面が表示されます。
メニュー「取引」の「国内株式現物売注文」画面が表示されます。
メニュー「取引」の「国内株式注文照会・訂正・取消」画面が表示されます。
メニュー「取引」の「国内投資信託投信買付」画面が表示されます。
メニュー「資産状況」の「取引履歴」画面が表示されます。
メニュー「投資情報」の「QUICK投資情報」画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥

②「ログイン」ボタンをクリックし、ログ
インしてください。

※初回ログインの際は、「浜銀ＴＴ証券ダイレクト ＩＤ・パスワードのご案内」に同封されている「初回ログイン
　手順」をご覧ください。

❶

❹

❷

❺

❸

❻

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯を変更してください。

◯◯◯◯◯◯◯◯を変更してください。
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株式の取引株式の取引

1 株式買付

売買取引規制等に該当する銘柄のお
取引および安定操作取引銘柄に該当
する買付のお取引は、浜銀TT証券ダ
イレクトでは発注できません。お取引
の営業店までご連絡ください。

①銘柄名（全角）または銘柄コード（半
角数字）を入力し、「検索」ボタンをク
リックしてください。

②

A

B

C

 
※
 

D

E

以下の項目をご入力のうえ、「注文
確認画面へ」ボタンをクリックしてく
ださい。
株数の入力:注文株数を半角数字で
入力してください。
単価の選択:指値または成行を選択
してください。指値の場合は、単価
を半角数字で入力してください。
また、執行条件を付加する場合は、
執行条件を選択してください。
期間の選択:当日中または期間指定
を選択してください。期間指定の場
合は、当日を含めて最長7営業日先
まで指定できます。
ただし、期間指定は権利付最終日までとな
ります。

預り区分の選択:特定預り、一般預
り、NISA預りのいずれかを選択して
ください。
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を入れてくだ
さい。

内部者（インサイダー）取引の対象となる銘柄のお
取引は、浜銀TT証券ダイレクトでは発注できませ
ん。お取引の営業店までご連絡ください。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯
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株式の取引株式の取引

※成行の買注文の場合、ストップ高で
の見積単価および概算受渡金額が
表示されます。

③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」ボタンをク
リックしてください。

④発注後は、「注文照会へ」ボタンを押
して、「注文照会」画面をご確認くだ
さい。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯

1 株式買付
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株式の取引株式の取引

2 株式売却

売買取引規制等に該当する銘柄のお
取引は、浜銀TT証券ダイレクトでは発
注できません。お取引の営業店までご
連絡ください。

①保有している銘柄の一覧が表示さ
れます。売却したい銘柄の「現物売」
ボタンをクリックしてください。

②

A

B

C

 
※
 

D

以下の項目を入力のうえ、「注文確
認画面へ」ボタンをクリックしてくだ
さい。
株数の入力:注文株数を半角数字で
入力してください。
単価の選択:指値または成行を選択
してください。指値の場合は、単価
を半角数字で入力してください。
また、執行条件を付加する場合は、
執行条件を選択してください。
期間の選択:当日中または期間指定
を選択してください。期間指定の場
合は、当日を含めて最長7営業日先
まで指定できます。
ただし、期間指定は権利付最終日までとな
ります。

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を入れてくだ
さい。内部者（インサイダー）取引の対象となる銘柄のお取

引は、浜銀TT証券ダイレクトでは発注できません。
お取引の営業店までご連絡ください。

※単元未満株は、浜銀TT証券ダイレクトでは売却で
　きないため、表示されません。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯会社

◯◯◯◯◯◯◯◯
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株式の取引株式の取引

※成行の売注文の場合、ストップ安で
の見積単価および概算受渡金額が
表示されます。

③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」ボタンをク
リックしてください。

④発注後は、「注文照会へ」ボタンを押
して、「注文照会」画面をご確認くだ
さい。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯

2 株式売却
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株式の取引株式の取引

3 株式注文訂正

注文の訂正ができるのは、注文照会画面の注文状況が「注文中」となっている銘柄のみとなります。

①表示された明細から訂正を行う銘
柄の「訂正」ボタンをクリックしてく
ださい。

②

A
B

以下の項目を入力のうえ、「注文訂
正確認画面へ」ボタンをクリックして
ください。
訂正指定:株数を選択してください。
株数:訂正後の株数を入力してくだ
さい。株数を増やすことはできま
せん。

（1）株数を訂正する場合

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯商事

◯◯◯◯◯証券

◯◯◯◯◯◯◯◯
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株式の取引株式の取引

③内容を確認し、取引パスワードを入
力のうえ「注文訂正」ボタンをクリッ
クしてください。

④発注後は、「注文照会へ」ボタンをク
リックして、「注文照会」画面をご確
認ください。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯ 

3 株式注文訂正



15

株式の取引株式の取引

②

A
B

以下の項目をご入力のうえ、「注文
訂正確認画面へ」ボタンをクリック
してください。
訂正指定:単価を選択してください。
単価:指値または成行を選択し、
指値を選択した場合は注文単価を
半角数字で入力してください。
執行条件を付加する場合は、執行条
件を選択してください。

（2）単価を訂正する場合

※注文訂正確認画面以降は、株数を訂正する場合と
　同様です。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯

3 株式注文訂正
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株式の取引株式の取引

4 株式注文取消

注文の取消ができるのは、注文照会画面の注文状況が「注文中」となっている銘柄のみとなります。

①表示された明細から取消を行う銘
柄の「取消」ボタンをクリックしてく
ださい。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯商事

◯◯◯◯◯証券

②内容を確認し、取引パスワードを入
力のうえ「注文取消」ボタンをクリッ
クしてください。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯

③発注後は、「注文照会へ」ボタンをク
リックして、「注文照会」画面をご確
認ください。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯
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株式の取引株式の取引

5 QUICK投資情報

表示された画面下の「QUICK投資情
報へ」をクリックしてください。

最初にここをクリック

QUICK投資情報とは、浜銀TT証券ダイレクト向けのリアルタイム株価情報です。
ご自宅等にて自由に株価やニュースをリアルタイムで確認できます。

自動更新株価ボードはこちらからご覧
ください。

※30分以上操作されない時間が経過すると自動的にログアウトします。

YYYY/MM/DD

操作方法でお困りの時にご参照くだ
さい。

空欄に銘柄コードを入力して「検索」を
クリックしてください。個別銘柄の株
価が表示されます。
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株式の取引株式の取引

すべてお問合せ時点の最新データをご覧いただけます。
■個別銘柄
　・リアルタイム株価等
　・チャート
　（ロウソク足、乖離率、RSI、サイコロジカル、新値3本足、逆ウォッチ、
　一目均衡表、ストキャスティクス、MACD、ポリンジャーバンド、
　エンベローブ、信用残）

　・銘柄比較
　（最大3銘柄の株価を相対／絶対チャートで比較が可能）

■市況情報
　（ニュース、為替、ランキング、証金・信用、新規公開、合併、
　先物・オプション等）

乖離率とは、移動平均値と株価がどのくらい乖離しているか
をチャート化したものです。

RSIとは、一定期間の日々の前日比騰落幅（絶対値）の合計の
中で、前日比上昇幅の合計の割合を示すチャートで、分析銘
柄の買われ過ぎや売られ過ぎなどの過熱感を表します。

一目均衡表とは、ローソク足チャートに基準線、転換線、先行
スパンA、先行スパンB、遅行スパンのチャートを合成して表
示するチャートです。

ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅（ボラティリティ）を一定
期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変
動範囲を予測して表示したチャートです。

■便利な投資情報

YYYY/MM/DD0000/T

◯◯◯◯◯◯◯◯

5 QUICK投資情報
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株式の取引株式の取引

銘柄検索（評価が高い銘柄や割安銘柄を検索でき、決算期別、テクニカル数値等から絞込みが可能）

■スクリーニング機能

①まず、スクリーニングのタブを選択
します。

③業種別や取引所別、決算期別、指数
採用などの絞込みが可能です。

②あらかじめ配置された4つのボタン
で簡単条件から検索できます。

お任せスクリーニング

④選択した銘柄を自動更新株価ボー
ドやお気に入り銘柄、ポートフォリオ
機能へ簡単に登録ができます。

スクリーニング結果

詳細スクリーニング

5 QUICK投資情報

◯◯◯◯
0011/S

△△△△
0012/T

××××
0013/T

□□□□
0014/T
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株式の取引株式の取引

自動更新株価ボードは銘柄を登録するだけで株価がリアルタイムに自動更新される情報ツールになります。
最大100銘柄（10銘柄×10ページ）を登録することができ、表示パターンは「銘柄リスト、気配ボード、指標ボー
ド、チャート、ヒートマップ」からお選びいただけます。また、背景色や文字サイズも指定できます。画面上部のマ
ーケット指標は14種類の中から指定の指標を配置できます。

初期設定は銘柄リストが表示されます。登録
した銘柄をドラック＆ドロップで順番を入れ替
えすることができます。株価の4本値に加え
て、選択した銘柄の当該市場の最良気配と出
来高を表示させて一覧でご覧いただけます。

■自動更新株価ボード

銘柄リスト

気配ボードは上下3本の気配値と各気配値の
数量が確認できる表示方法です。

気配ボード

指標ボードは現在値と選択した銘柄の当該市
場の最良気配、各指標が確認できる表示方法
です。

指標ボード

チャートは5分足、日足、週足、月足等の株価
の推移が確認できる表示方法です。

チャート

0001
銘柄1

0001

銘柄1

0002

銘柄2

0003

銘柄3

0004

銘柄4

0005

銘柄5

0001

銘柄1

0002

銘柄2

0003

銘柄3

0004

銘柄4

0005

銘柄5

0002
銘柄2

0003
銘柄3

0004
銘柄4

0005
銘柄5

5 QUICK投資情報
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投資信託の取引投資信託の取引

1 投資信託の買い方

取扱銘柄から検索する場合

①メニューの「取引」をクリックしてく
ださい。

◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯投資信託会社

YYYY/MM/DD

②左側メニューの「国内投資信託」を
クリックしてください。「投信注文」の
「買う」が表示されます。表示された
明細の中から購入したい銘柄をご
選択ください。

③「取引」欄の「投信買」ボタンをクリッ
クしてください。
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投資信託の取引投資信託の取引

ファンド名で検索する場合

①ファンド名がわかっている場合は、
「ファンド名」欄に直接ご入力くだ
さい。

YYYY/MM/DD

②「検索」ボタンをクリックしてくださ
い。入力された「ファンド名」に一致
する銘柄が表示されます。表示され
た明細を確認してください。

③「取引」欄の「投信買」ボタンをクリッ
クしてください。

※銘柄が複数表示された場合は購入希望の銘柄を
　ご選択ください。

投資信託の買付には目論見書への事前の同意が必要となります。
（29、30ページをご参照ください。）
最新の目論見書の確認がおこなわれていない場合、目論見書の確
認画面が表示される場合があります。目論見書を確認いただき、画
面下の「同意」ボタンをクリックしてください。

【目論見書の事前同意】

◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯投資信託会社

1 投資信託の買い方
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投資信託の取引投資信託の取引

「投信買付 注文」画面

「注文確認」画面

①買付単位（金額または口数）を入力
してください。次に「預り区分」を選
択してください。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

②内容確認後、「注文確認画面へ」ボタ
ンをクリックしてください。

③注文内容が正しければ、取引パスワ
ードを入力して、「注文発注」ボタン
をクリックしてください。「注文受付
完了」画面が表示されます。

概算見積基準価額、概算約定金額、概算受渡金
額は、実際の価額・金額とは異なり概算となって
おります。実際の価額・金額は、取引履歴や取引
報告書等でご確認ください。

【概算価額・金額の確認】

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

※特定口座をご利用の場合は初期設定「特定預り」と
　なっています。

※約定日や受渡日にご注意ください。

1 投資信託の買い方



24

投資信託の取引投資信託の取引

「注文受付完了」画面

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

注文受付完了後は、「注文照会」画面を
必ずご確認ください。

1 投資信託の買い方
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投資信託の取引投資信託の取引

NISA預りでの「約定金額指定」買付

①買付金額を1,200,000円と指定し
ます。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

②初期状態で入っているチェックを外
します。

③NISA預りを選択します。

④約定金額指定でお買付の場合、概
算受渡金額は、概算約定金額と概算
手数料、概算消費税の合計金額に
なります。

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

1 投資信託の買い方

※1初期状態で「手数料を含める」チェックボックス
は、チェック有りとなっています。NISA非課税枠
を最大限にご利用いただく場合に、チェックを外
して買付金額をご指定ください。

※2チェックを外してご注文の場合は、指定金額に対
して外枠で手数料等がかかり、受渡金額は指定
金額を上回りますのでご注意ください。

※3NISA口座をお持ちでないお客さま、NISA対象
外の銘柄やお買付手数料のかからない銘柄をご
注文の場合は、お取り扱いができません。

※4特定預り、または一般預りでお買付の場合、チェ
ックを外してのご注文はできません。

※5本機能は金額指定注文の場合の機能であり、口
数指定注文には対応していません。
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「投信売却 注文」画面

YYYY/MM/DD

⑤必要事項を選択・入力・確認してくだ
さい。

浜銀ＴＴ証券ダイレクトで売却可能な銘柄に「投
信売」のボタンが表示されています。表示され
ていない銘柄については、お取引店へご連絡く
ださい。

【売却可能銘柄】

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

投資信託の取引投資信託の取引

2 投資信託の売り方

「投信売却」画面

①メニューの「取引」をクリックしてく
ださい。

◯◯◯◯◯ファンド

YYYY/MM/DD

②左側メニューの「国内投資信託」を
クリックしてください。

⑥「注文確認画面へ」ボタンをクリック
してください。

③投資信託メニューの「売る」をクリッ
クすると、お預りしている銘柄の一
覧が表示されます。

④売却したい銘柄の左側「取引」欄の
「投信売」ボタンをクリックしてくだ
さい。
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投資信託の取引投資信託の取引

「注文確認」画面

⑦注文内容が正しければ、「取引パス
ワード」を入力して、「注文発注」ボ
タンをクリックしてください。「注文
受付完了」画面が表示されます。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド ※約定日・受渡日をご確認ください。また、銘柄によ
　って約定日、受渡日が異なりますのでご注意くだ
　さい。

2 投資信託の売り方
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概算見積基準価額、概算約定金額、概算受渡金
額は、実際の価額・金額とは異なり概算となって
おります。実際の価額・金額は、取引履歴や取引
報告書等でご確認ください。

【概算価額・金額の確認】

投資信託の取引投資信託の取引

「注文受付完了」画面

⑧注文受付完了後は、「注文照会」画
面を必ずご確認ください。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

2 投資信託の売り方
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投資信託の取引投資信託の取引

3 目論見書の確認

目論見書交付から確認する場合

①メニューの「取引」をクリックしてく
ださい。

④表示された銘柄名から電子交付を
受ける銘柄を選択し、「電子交付」
欄の「交付」ボタンをクリックしてく
ださい。

◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯投資信託会社

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

②「目論見書電子交付」画面が表示さ
れますので、銘柄名がわかる場合は
銘柄名を入力してください。

⑤「交付」ボタンをクリックすると目論
見書閲覧画面が表示されます。「目
論見書」をクリックし、内容を確認し
てください。

YYYY/MM/DD

⑥確認後、目論見書画面を閉じ、「同意
する」ボタンをクリックしてください。
最初の電子交付画面に戻ります。

③「検索」をクリックしてください。

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド
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投資信託の取引投資信託の取引

注文画面から確認する場合

①22ページに記載のとおりに取引画
面を表示します。買付する銘柄を
選択し、「投信買」ボタンをクリック
してください。
最新の目論見書を確認していない
場合、目論見書閲覧画面が表示さ
れます。

YYYY/MM/DD

②「目論見書」をクリックし、内容を確
認してください。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯ファンド

◯◯◯◯◯投資信託会社

③目論見書確認後、「同意する」ボタン
をクリックしてください。取引画面が
表示されます。

YYYY/MM/DD

◯◯◯◯◯◯◯◯ファンド

3 目論見書の確認
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資産状況資産状況

1 買付余力の確認

浜銀ＴＴ証券ダイレクトで取引をおこなう場合、「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
範囲内で国内現物株式等と投資信託の買い注文を発注していただくことができます。

①メニューの「資産状況」をクリックし
てください。

YYYY/MM/DD

②左側メニューの「お預り資産」から
「各種余力」をクリックしてください。
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各種余力（円貨）の確認

各種余力（外貨）の確認

当日以降の「現物買付可能額」が表示
されます。現物買付可能額の範囲内
でお買付の注文が可能です。預り金/
ＭＲＦの欄は、当日のＭＲＦ残高が表示
されます。
現物買付可能額は、買付注文を発注
すると減算します。売却の場合は、約
定が確定すると売却代金が加算され
ます。なお投資信託ご売却の場合は、
約定日の翌日（午前６時以降）となり
ます。また、お振込み等による入金も
加算されます。

YYYY/MM/DD

左側メニューの「各種余力（外貨）」を
クリックしてください。
各通貨の外貨預り金、現物買付可能
額（外貨）が表示されます。各商品で
外貨決済をおこなう場合は、決済通
貨の余力が必要です。
なお、外貨でのお取引は、浜銀ＴＴ証
券ダイレクトではおこなえません。

YYYY/MM/DD

資産状況資産状況 1 買付余力の確認
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資産状況資産状況

2 預り資産の確認

メニューの「資産状況」をクリックして
ください。

YYYY/MM/DD

ここで表示されている預り資産は、前
営業日の約定基準で表示されていま
す。日中は変動しません。

※株式の預り資産は、取引画面の「売る」から照会
　すると当日の約定分を含む保有銘柄や売却可能
　数量が表示されます。

◯◯銀行

◯◯◯◯◯会社

××通信
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資産状況資産状況

3 過去のお取引の確認

①メニューの「資産状況」をクリックし
てください。

②左側メニューの「過去のお取引」を
クリックしてください。

③「過去のお取引」をクリックすると、
左側のメニューが表示されますの
で、ご覧になりたいサービスを選択
してください。（ここでは「取引履歴」
を選択）

④約定日か受渡日かを選択後、その
期間の日付、商品区分、取引区分、
預り区分をご指定ください。

YYYY/MM/DD

⑤「照会」ボタンをクリックすると、取引
履歴が表示されます。



ご覧いただける履歴情報
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資産状況資産状況

過去２４か月分の取引内容を表示します。
取引履歴

過去１か月分の注文発注状況がご確認いただ
けます。

株式注文履歴

過去１か月分の注文発注状況がご確認いただ
けます。

投信注文履歴

過去１８か月分の取引内容を表示します。
譲渡益税履歴

過去１８か月分の損益通算対象分の支払状況
を表示します。

配当金履歴（特定口座配当金履歴）

過去の目論見書の電子交付状況を表示しま
す。交付後５年間・償還後５年間の電子交付状
況がご確認いただけます。

目論見書交付履歴

3 過去のお取引の確認
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入出金入出金

1 入出金の照会

①メニューの「入出金」をクリックして
ください。

②左側メニューの「出金指示」をクリッ
クしてください。

③「出金指示可能金額」をご確認くだ
さい。

④出金したい金額を入力してください。

⑤「出金指示確認画面へ」ボタンをク
リックしてください。

メニューの「入出金」をクリックしてく
ださい。当日の入出金状況が照会で
きます。
入金が確認されると「入出金状況」欄
に「受付済」と表示されます。
出金をお取引店へ依頼した場合の手
続き状況も確認できます。

YYYY/MM/DD

横浜銀行 高田支店普通預金1234***
ﾊﾏｷﾞﾝｻﾌﾞﾛｳ

浜銀　三郎　様

YYYY/MM/DD

2 出金指示の仕方

※当日（営業日）の１５時３０分までにお手続きいた
　だければ、翌営業日の入金となります。（銀行によ
　り入金時間は異なります。）
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入出金入出金

「出金指示　確認」画面

⑥出金指示内容をご確認ください。
YYYY/MM/DD

⑦こ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」ボタン
をクリックしてください。「出金手続
き受付完了」画面が表示されます。

⑧出金指示後は必ず「入出金照会」画
面でご確認ください。
お客さまの銀行口座に出金指示金
額が振り込まれます。

YYYY/MM/DD

2 出金指示の仕方
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入出金入出金

3 出金の取消の仕方

①メニューの「入出金」をクリックして
ください。

YYYY/MM/DD

②「入出金照会」画面が表示されます
ので、取り消したい出金の「取消」ボ
タンをクリックしてください。

「出金指示取消　確認」画面

③出金指示取消内容をご確認ください。
YYYY/MM/DD

④こ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
タンをクリックしてください。「出金
取消手続き受付完了」画面が表示
されます。

⑤取消後は必ず「入出金照会」画面で
ご確認ください。

YYYY/MM/DD
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口座情報口座情報

③「取引パスワード」を入力後、「認
証」ボタンをクリックしてください。
現在の登録内容がご確認いただけ
ます。

YYYY/MM/DD

1 登録情報の照会

①メニューの「口座情報」をクリックし
てください。

YYYY/MM/DD

②「登録内容確認」をクリックしてくだ
さい。

YYYY/MM/DD
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①メニューの「口座情報」をクリックし
てください。

YYYY/MM/DD

②変更したいパスワードの「変更」ボタ
ンをクリックしてください。（ここで
は「ログインパスワード」を選択）

③現在ご利用中の「ログインパスワー
ド」を入力してください。

YYYY/MM/DD

④これからご利用する任意の「ログイ
ンパスワード」を入力してください。
なお、直近で使用していたパスワー
ドへの変更はできません。

変更が完了すると、「…変更されまし
た。」のメッセージが表示されます。
なお、変更されたパスワードは、お客
さまで大切に管理をお願いします。

YYYY/MM/DD

口座情報口座情報

2 パスワードの変更
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口座情報口座情報

③変更したいＥメールアドレスの「変
更」ボタンをクリックしてください。

YYYY/MM/DD

3 Ｅメールアドレスの変更

①メニューの「口座情報」をクリックし
てください。

YYYY/MM/DD

②左側メニューの「Ｅメールアドレス登
録照会」をクリックしてください。

④変更後のＥメールアドレスを入力し
てください。

YYYY/MM/DD

⑤Ｅメールアドレス入力後、「確認画面
へ」ボタンをクリックしてください。
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⑥Ｅメールアドレスが正しく入力され
ているか確認してください。

⑧仮登録が完了すると、変更後のＥメ
ールアドレスに「認証キー」（半角4
桁の数字）が記載されたＥメールが
当社から送付されますので、「認証
キー」を確認してください。

⑨⑦で「仮登録」ボタンをクリックする
と、左の画面に遷移します。
「認証キー」確認後、「Ｅメールアドレ
ス登録照会へ」ボタンをクリックして
ください。

⑦正しく入力されていることを確認し
たら、「取引パスワード」を入力し、
「仮登録」ボタンをクリックしてくだ
さい。
「認証キー」（後述）が記載されたＥメ
ールが、変更後のメールアドレスに
送付されます。

YYYY/MM/DD

口座情報口座情報

YYYY/MM/DD

3 Eメールアドレスの変更

※上記Ｅメールは記載例です。そのため、お客さまごとに「認証キー」
　は異なります。
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口座情報口座情報

⑩「本登録」ボタンをクリックしてくだ
さい。

⑪⑧で確認した「認証キー」を入力し
てください。

「本登録」ボタンをクリックすると、左の
画面が表示されます。（Ｅメールアドレ
スの変更完了）

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

⑫「認証キー」入力後、「本登録」ボタン
をクリックしてください。

3 Eメールアドレスの変更
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②「設定変更」ボタンをクリックしてく
ださい。

YYYY/MM/DD

口座情報

YYYY/MM/DD ①Eメール通知サービスをご利用され
るお客さまは、「登録/変更」ボタン
をクリックしてください。

口座情報口座情報

4 Eメール通知サービス

※Eメール通知サービスのうち「国内株式約定通知」
　のご利用については、本画面にて設定を行う必要
　があります。「注文失効通知」は、浜銀ＴＴ証券ダイ
　レクトをご利用のお客さまに自動送付されます。

●国内株式約定通知：発注している国内株式注文が
　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：発注している国内株式注文が失
　効すると、登録されたEメールアドレスへ通知さ
　れます。

※不出来の場合は通知されません。
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口座情報口座情報

③「国内株式約定通知」を希望される
場合は、「通知する」を選択のうえ、
「確認画面へ」ボタンをクリックして
ください。

⑤「Eメールアドレス登録照会へ」ボタ
ンをクリックし、登録情報をご確認く
ださい。

④通知内容を確認し取引パスワードを
入力のうえ、「変更」ボタンをクリック
してください。

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

4 Eメール通知サービス
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③「電子ポスト」画面が表示されます
ので、「表示」ボタンをクリックしてく
ださい。取引報告書等の電子交付
書面の閲覧ができます。

口座情報

YYYY/MM/DD

口座情報口座情報

5 電子交付書類の照会

①メニューの「口座情報」をクリックし
てください。

②左側メニューの「取引報告書等電子
交付サービス照会」をクリックしてく
ださい。

※電子交付をおこなった際は、お届けいただいた
　Ｅメールアドレスに交付の旨を通知いたします。

受付時間／平日 8：00～18：00（土・日・祝日休み）

カスタマーサポートセンター

浜銀ＴＴ証券ダイレクトのサービス内容・操作に関するお問い合わせは

0120-807-776
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