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マーケットスピード II では、 トレーディングツールで一番重要な役割である注文執行の質とバリエーションを大幅拡充！マーケットで戦える「ア
ルゴ注文」をすべての投資家に簡単に利用できるように実装いたしました。マーケットスピード　II についても、利用料は無料です。ぜひご利用
ください。

 さらにパワーアップした「マーケットスピード II 」が登場！

動作環境

利用料　完全無料！
多彩な機能を搭載したトレーディングツール「MARKET SPEED」が
利用料無料でご利用いただけます。すべてのお客様に良質なト
レーディング環境をご提供いたします。
※ただし、マーケットスピードをご利用いただくには、利用申請をし
ていただく必要がございます。利用申請の手順については、P5「利
用申請」をご確認ください。

■OS
Microsoft Windows
（32ビット版）Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
（64ビット版）Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
■ブラウザ
Internet Explorer Ver.11
■CPU
Core2 Duo 1.80GHz以上
■メモリ
1GB以上
■ハードディスク
空き容量1GB以上
■ディスプレイ
SXGA（1280×1024ピクセル）以上
■インターネット通信速度
1Mbps以上

※上記以外のブラウザでご利用の場合、一部コンテンツが正しく表
示されないなどの不具合が発生する場合がございます。弊社で動
作確認を完了している上記OSとブラウザでのご利用をお勧めいた
します。
※MacにはMARKETSPEED for Macをご利用ください。

本環境は2019年12月23日時点の情報を元に構成していま
す。予告なく内容が変更される場合がございます。ご了承く
ださい。

トレイリング注文

✔あらかじめ損切りと利食いのルールを設定

✔株価をずっと監視している必要がない

リザーブ注文

✔30営業日先まで日時・株価を指定して発注

✔8:00～14:59まで分単位で指定して予約可能！

リンク注文

✔事前の条件登録で、最大10個の連続注文を

自動執行

✔色んな注文を連続発注することができる

アイスバーグ注文

✔大口の注文を小分けにして分割発注！

✔自動発注なので手間も省ける！

スナイパー注文

✔指定した価格の気配が出るまで注文を出さず

待機

✔お目当ての価格の気配が出たら瞬時に発注

詳細については、楽天証券Webサイトをご確認ください。

マーケットスピード II 特設ページ：https://marketspeed.jp/ms2/
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米ドル現金決済による「定時取引」を取扱い。為替レートの提示は10時、
14時のインターバンクレートに準じて決定。

信用取引（制度、一般）　

制度信用、一般信用（無期限、14日（売建のみ）、1日）を取扱い。最低保証金
30万円、委託保証金率は30%、最低維持率（追証ライン）は20%です。

「日経225先物取引」「日経225ミニ先物取引」「東証マザーズ指数先物取引」と
「日経225オプション取引」を取扱い。買建だけでなく、売建も可能です。

話題の『株価指数先物・オプション取引』！
マーケットスピードがお取引をサポート！

楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」を
利用して資金を有効活用しよう

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

トムソン・ロイター

買い注文と売り注文を同時に発注！ 「セット注文」で発注がさらに便利に！

「入出金無料サービス」を上手に使おう！
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①インターネットブラウザを使って「https://marketspeed.jp/ms1/」に
アクセスし、マーケットスピードのトップページを表示してください。

https://marketspeed.jp/ms1/

このアイコンを
ダブルクリック

「マーケットスピード」は楽天証券に口座をお持ちのお客様であれば誰でも無料で利用いただけます。
さっそくダウンロード＆インストールしてみましょう。OSのバージョンにより画面が若干異なりますが、基本的な操作は同じです。
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楽天証券では個別のお取引に関する“重要なお知らせ”を、マーケットスピードの「ホーム」→「お知らせ・連絡」の画面でお
知らせしております。とくに信用取引や先物・オプション取引をご利用のお客様には、「追加保証金（追証）」や不足金の発生
を「お知らせ・連絡」画面でご案内しております。マーケットスピードにログインされた際は、毎回必ず「お知らせ・連絡」をご
覧いただきますよう、お願いいたします。

【お知らせ・連絡の確認方法】
マーケットスピードにログインしたら、「ホーム」（①）から「お知らせ・連絡」メニューをクリックしてください（②）。画面が切り替わ
ったらお客様へのお知らせが一覧で表示されます。重要度や用途別に「重要なお知らせ」「お知らせ」 「お得な情報」 を分けて確
認することができます（③）。アイコンは、　   重要なお知らせ、　  お得な情報、　   未読を表しています（④）。
ご覧になりたいお知らせのタイトルをクリックしてください（⑤）。内容が表示されるので、内容についてよくご確認ください（⑥）。

※画面は開発中のものです。
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保証金・代用振替

お客様の検索時の証拠金情報及び振替可能額が表示され、お
預り金から証拠金、または証拠金からお預り金への振替を行うこ
とができます。尚、本機能は、先物オプション口座を開設されたお
客様のみご利用いただけます。

現金、株式、投資信託を各種取引口座へ振替ることができます。
尚、本機能は、信用口座を開設されたお客様のみご利用いただ
けます。

6 

 

 

1 

2

4

5

6

 

 

3 

楽天証券では個別のお取引に関する“重要なお知らせ”を、マーケットスピードの「ホーム」→「お知らせ・連絡」の画面でお
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【市場欄】
「JNX」、「Chi-X」は
PTS取引の際にご
選択いただく市場
です。

PTS取引の詳細はP.42-45をご覧くだ
さい。

 

C：終値（Close）
V：出来高（Volume）
O：始値（Open）
H：高値（High）
L：安値（Low）
A：売り気配（Ask）

B：買い気配（Bid）
【国内株式の市況情報で表示される記号について】

PC：前日終値（Previous Close）

＊：ザラ場引け
K：連続約定気配

＃：売買停止中

【国内株式の市況情報で表示される記号について】

信用区分

制度信用、一般信用（無期
限、14日、1日）の取引区分
を○（可能）と-（不可）で表
記しています。
特別空売り料の数は、一
般信用（1日）取引の新規
売建の約定時に必要な費
用です。1株当たりの金額
です。

クリックすると、表示している銘柄の規制内
容、建玉上限を表示します。

PTSの気配を表示
します。
PTSの詳細は
P.42-45をご覧くだ
さい。

「歩み値」は取引時間中の株価の推移を時系列で
表示します。 「歩み値情報」ボタンを押すと、画面
左側に寄付からの歩み値が表示されます。

複合板
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①「H」ボタンをクリックすると、検索ウィンドウが立ち上がります。
銘柄名の一部や市場、業種、日経225採用銘柄といった条件で
銘柄検索を行い、株価を表示できます。
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アイコンをクリックすると、「印刷プレビュー」を見ることができま

す。「設定」ボタンをクリックすれば、「用紙サイズ」や「印刷の向き」な
 どを変更することができます。カラー印刷も選択可能です。（「環境設

定」→「チャート2」→「印刷色指定」） 
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一定期間の株価変動に対する上昇幅の割合を計算し
たもの。1は当日を含まない過去N日間の平均値上り率
と平均値下り率を求め、最後に当日の値上り・値下りを
加味した平均値をもとに数値が算出されます。2は当日
を含みます。一般的に2の方が広く使われている。基本
の見方は1・2ともに同じで、一般的に70％以上で買わ
れすぎ、30％以下は売られ過ぎといわれる。 

95％、±3σ（平均値±標準偏差×3）のなかにデータが入
る確率は99％であることが知られており、それを活用して
いる。一般的にバンドが広いところはボラティリティが高く、
バンドが狭いところはボラティリティが低いことを示す。バン
ドをはずれた数値を異常値として売買の判断をおこなう。

TP移動平均±3σ
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マーケットの状況が変わる「転換点」を設定しておき、上昇トレン
ドの時には買い建玉を保有し続け、転換点で買い建玉を決済
（もしくは売り建玉を保有）する際に用いるテクニカル指標。転換
点のことをSAR(ストップ＆リバース)と呼び、それをつないだ形状
が放物線状なので、パラボリック(放物線)と呼ばれます。一般的
にパラボリックが上昇しているとき（SAR-L）にローソク足が上か
ら下に突き抜けたら売りのシグナル、パラボリックが下降してい
るとき（SAR-H）にローソク足が下から上に突き抜けたら買いの
シグナルと言われています。
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一定期間の株価変動に対する上昇幅の割合を計算し
たもの。1は当日を含まない過去N日間の平均値上り率
と平均値下り率を求め、最後に当日の値上り・値下りを
加味した平均値をもとに数値が算出されます。2は当日
を含みます。一般的に2の方が広く使われている。基本
の見方は1・2ともに同じで、一般的に70％以上で買わ
れすぎ、30％以下は売られ過ぎといわれる。 

95％、±3σ（平均値±標準偏差×3）のなかにデータが入
る確率は99％であることが知られており、それを活用して
いる。一般的にバンドが広いところはボラティリティが高く、
バンドが狭いところはボラティリティが低いことを示す。バン
ドをはずれた数値を異常値として売買の判断をおこなう。

TP移動平均±3σ
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「環境設定」⇒「チャート1」の表示設定から現在値の表示を設定
いただけます。また、縦軸を右側及び両側での表示も可能になり
ました。 
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「環境設定」⇒「チャート1」の表示設定から現在値の表示を設定
いただけます。また、縦軸を右側及び両側での表示も可能になり
ました。 
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①銘柄登録情報には、1ページにつき、最大100銘柄まで合計で10
ページまで登録が可能です。「登録銘柄情報」をクリックし、「条件設
定」ボタンをクリックしてください。★のアイコンをクリックすると、Web
やiSPEEDで登録したお気に入り銘柄を表示することができます。
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「時系列情報」「登録銘柄情報」「ザラバ情報」「銘柄動向速報」「立会外
・場外情報」「売建可能銘柄一覧」などの画面では、表示項目を指定し
て、「降順」「昇順」に銘柄を並びかえる（ソート）することができます。
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「時系列情報」「登録銘柄情報」「ザラバ情報」「銘柄動向速報」「立会外
・場外情報」「売建可能銘柄一覧」などの画面では、表示項目を指定し
て、「降順」「昇順」に銘柄を並びかえる（ソート）することができます。
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「ザラバ情報1」は、画面左に登録した銘柄一覧の個別銘柄をダブル
クリックすると画面右に詳細情報が表示されます。1画面に100銘柄
まで登録可能です。

【注】「ザラバ情報」ではローカルメニューが自動的に隠れます。マウ
スを画面左端に近づけると、ローカルメニューが再表示されます。
★のアイコンをクリックすると、WebやiSPEEDで登録したお気に入り
銘柄を表示することができます。

ザラバ情報2.3は、株価ボードのように複数の銘柄を1画面で表示す
ることができます。ザラバ情報2では50銘柄を、ザラバ情報3では10
銘柄を画面の大きさに応じて折り返し表示、それぞれページを切替
えて100銘柄表示可能。さらにそれぞれ10画面ずつ保存しておくこと
ができます。ザラバ情報3は登録銘柄数が少ないものの、より詳しい
板情報など、詳細な情報を見ることができます。

「ザラバ情報4」は「ザラバ情報2」に「スーパークイック注文」機能が
ついたモードです。1画面に100銘柄まで登録可能です。
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注文区分を選択します。
信用取引を選択した場合
は、信用区分と弁済期限
を入力します。

発注数量、注文区分、信用取引を選択
した場合は、信用区分と弁済期限、執行
条件（本日中／今週中／期間指定／寄
付／引け／大引不成）、口座区分（特定
口座／一般口座）の指定できます。

弁済期限
（無期限/6ヶ月/
 14日/1日）

一般信用取引でその時
点で新規売建ができる1
人当たり上限数量です。
発注上限は、売建可能
数量以内かつ、お客様
の新規建余力の範囲内
で可能です。

一般信用（1日）取引の新規売
建の約定時に必要な費用です。
1株当たりの金額です。
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市況情報・四季報
基本的な市況情報と四季報のデータをボタン一つで切替えて表示
することができます。市況情報の過去5分出来高は、過去5分間の
歩み値を「上昇（↑）」「変わらず（→）」「下落（↓）」の3種類に分け、
5分単位で合算した出来高を表示します。
マウスオーバーし、フォントサイズの「大・中・小」の変更が可能です。

①ランキング情報やお客様が登録した銘柄など、自由に銘柄リストをお選びいただけます！

②ドラッグ＆ドロップでダイレクトに発注（訂正・取消）できる板発注機能を搭載しました！

③注文状況、建玉情報、テクニカルチャートなど、必要な情報をご覧いただけます！

銘柄一覧表示
「武蔵登録銘柄」
（「条件設定」などから
登録可能）に加えて、
「ランキング情報」や
「銘柄動向速報」が
表示できます。

銘柄一覧の銘柄をダブルクリッ
ク or ドラッグ＆ドロップ！
右の板発注画面、左下段の市
況情報、右下段の照会機能等
の各画面の情報がダブルクリッ
クもしくは、ドラッグ＆ドロップし
た銘柄の情報に更新されます。

銘柄の表示 板発注！
まとめ板！

画面切替え機能を搭載！ 
選択中の銘柄に関する「注文照会」「約定照会」「保有銘柄」「チャート
（ティック・分足・日足・週足・月足）」「ニュース」の各種情報がプルダウ
ンメニューで瞬時に切り替え可能（信用口座をお持ちの場合は「建玉
一覧」も表示）。 

表示したい銘柄名か
銘柄コードを入力し
てください。
検索ボタンをクリック
すると、各画面の情
報が、指定した銘柄
の情報に更新されま
す。

左右のドックから、
注文 したい株数を
ドラッグして、注文
したい価格のところ
にドロップ！
お客様のご注文が
板に
載ります。また、右
クリックすることで
逆指値注文も発注
可能です。

お好きな「刻み」を
指定していただき、
指定していただい
た「刻み」で板の
気配数量を合計し
て表示することが
できます。
詳しくはP.29をご
覧ください！
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① 条件設定 

 

② 各余力表示 

信用取引口座未開設者の余力画面 

信用取引口座開設者の余力画面 

ザラバ情報と同じように、お好きな銘柄を「条件設定」からご登録できま
す。（1登録サブ画面に100銘柄まで） 
（個別銘柄登録・複数銘柄登録の方法については、P28の武蔵銘柄登  
録方法のページをご参照ください） 

各余力をご確認いただけます。(信用取引口座開設者は、信用新規建余
力、保証金率の状況もご確認いただけます)

こちらの余力表示は、ポップアップで表示されるので、画面上で使用して
いない部分に移動させて、常時表示しておくことが可能です。

左下の『更新』ボタンをクリックすることで、各項目がクリックした時点の
情報に更新されます。  

 
 

数量ボタン/売買単位倍率

武蔵ドックの株数ボックスに表示される数量ボタンの個数
を「0」～「6」個まで選択できます。売買単位倍率からは、
株数ボックスに表示される注文株数を所定の倍率を使っ
て設定できます。例えば1単元が100株の銘柄に「1倍」
「2倍」「5倍」・・・と設定すれば、ドックの売買単位が
「100」「200」「500」・・・と表示されます。
「500」のボックスを板にドラッグ＆ドロップすれば、500株
の注文が簡単に発注できます。 
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①信用取引口座を開設なさっている場合、画面上部にあるタブで、現物
取引、信用取引（制度・一般（無期限・14日・1日））を選択します。

③ 各取引の種別選択、板検索機能・中心表示 ④ 照会画面＆画面切替機能 

武蔵の便利な使い方

1 

2 

現物取引 信用取引 

②『歩み値情報』をクリックすることで板発注画面の左側に歩み値が 
表示されます。また、『取引注意銘柄』をクリックすると、株式分割などの
取引注意情報が一覧でご確認いただけます。 

③中心値段から離れたところに発注済の注文（ex.逆指値）を確認する
場合などに、中心値段と書かれた右側の余白部分に検索したい値段を
入力することで、その値段を中心とした価格に画面が移動します。 

④『中心表示』をクリックすると、表示する板の直近の値段（現在値）を 
中心値に設定することができる機能です。 
ワンクリックで、スライドバーを自動で中心（初期状態）に戻します。 
また、『板固定』は、クリックしたタイミングの表示状態から板がズレない
ようにする機能です。

『注文照会』では、発注した注文内容をご確認いただけます。また、
『約定照会』では、すでに約定した注文の詳細をご確認いただけます。 

『保有銘柄』（信用取引の場合は、『建玉一覧』）では、保有している 
銘柄の評価損益等をご確認いただけます。 

チャートについては、『ティック』『分足』『日足』『週足』『月足』のチャート
を選択してご覧いただけます。 

各チャートは、テクニカルチャートにも対応していますので、チャート上
で右クリックをして一目均衡表などのテクニカルチャートを選択するこ
とも可能です。 

また、チャート上部の『レイアウト登録』ボタンより多層チャートを設定い
ただけます。
詳細は、P11のチャートのレイアウト登録をご参照ください。
 
また、『ニュース』を選択した場合には、板に表示中の銘柄のニュースを 
ご覧いただけます。

「ザラバ情報」や「登録銘柄情報」にすでに登録している銘柄を一括で、 
武蔵のサブ画面に登録可能です。

【武蔵サブ画面への一括での登録方法】 

一番上の銘柄をクリックして選択した後、キーボードの「Shift」キーを
押しながら、一番下の銘柄をクリックすれば、画面上の全ての銘柄が
選択されます。 

その選択した画面上で右クリックすると、サブメニューが表示されます
ので、「武蔵へ登録」にカーソルを合わせて、登録したいサブ画面の上
でクリックすれば完了です。 

環境設定の 『オーダー2』 で、「暗証番号を省略する」にチェックを入れ、
お客様の4桁の取引暗証番号を事前に登録しておくと、注文執行の際に 
取引暗証番号の入力を省略することができます。 
これにより、武蔵の板発注機能の利便性が飛躍的にアップします！ 
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① 条件設定 

 

② 各余力表示 

信用取引口座未開設者の余力画面 

信用取引口座開設者の余力画面 
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す。（1登録サブ画面に100銘柄まで） 
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録方法のページをご参照ください） 

各余力をご確認いただけます。(信用取引口座開設者は、信用新規建余
力、保証金率の状況もご確認いただけます)

こちらの余力表示は、ポップアップで表示されるので、画面上で使用して
いない部分に移動させて、常時表示しておくことが可能です。

左下の『更新』ボタンをクリックすることで、各項目がクリックした時点の
情報に更新されます。  

 
 

数量ボタン/売買単位倍率

武蔵ドックの株数ボックスに表示される数量ボタンの個数
を「0」～「6」個まで選択できます。売買単位倍率からは、
株数ボックスに表示される注文株数を所定の倍率を使っ
て設定できます。例えば1単元が100株の銘柄に「1倍」
「2倍」「5倍」・・・と設定すれば、ドックの売買単位が
「100」「200」「500」・・・と表示されます。
「500」のボックスを板にドラッグ＆ドロップすれば、500株
の注文が簡単に発注できます。 
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 － 現物取引 － 武蔵板注文画面の使い方

「執行条件」を選択 1 「口座区分」を選択 2 

現物取引の板注文の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売り注文も、発注方法は買い注文と同様です。 

 
次に、注文の訂正・取消方法についてご説明します。 
 

 

続いて、注文の取消方法についてご説明します。 

 

 

板注文画面は、右半分が買い注文、左半分が売り注文を指します。 
まずは、事前に①の「執行条件」と②の「口座区分」を選択します。 

ここでは、買い注文の方法についてご説明します。 

右側の『ドック』の中から、注文したい株数のボックスをクリックをしたまま
（ドラッグ）マウスを操作し、注文したい株価の右側の「買注文」と書かれ
ている列に持っていき、クリックをはずします（ドロップ）。 
すると、「現物買い注文確認」画面が表示されますので、注文を確認し、
間違いがなければ、取引暗証番号を入力して「執行」をクリックします。 

上の図例では、500株のボックスをドラッグし、株価1,127円のところに
ドロップしているので、注文としては、1,127円で500株の買い注文を 
出したことになります。

また、『ドック』の中の一番下の株数のボックスには、自由に株数を入
力可能です。しかも、上にある株数のボックスを自由入力株数ボックス
にドラッグ＆ドロップすることで、入力の手間を省くことも可能です。 
例えば5,000株のボックスを2回ドラッグ＆ドロップすると10,000株と 
自動で入力されます。 

板に発注した注文の訂正は、価格の訂正のみ可能です。 
（株数を訂正する場合には、一旦ご注文を取り消してから再度発注して 
いただくことになります。）

価格を訂正する場合は、「買注文」と書かれている列の、すでに発注済
の注文株数の上でクリックしたままドラッグし、訂正したい株価の右側に
持っていき、ドロップすると、「訂正現物買い注文確認」画面が表示され
ますので、訂正内容を確認し、間違いがなければ、取引暗証番号を入力
して「執行」をクリックすると完了です。

価格を訂正する場合と同様に、 「買注文」と書かれている列の、すでに
発注済の注文株数の上でクリックしたままドラッグし、右側の③の
「取消」と書かれた「ゴミ箱」の上にドロップすると、「取消現物注文確認」
画面が表示されますので、間違いがなければ、取引暗証番号を入力して
「執行」をクリックすると完了です。 

また、取消注文に関しては、発注済の注文株数の上で右クリックして、
取消注文を選択する方法でもスムーズに取消が可能です。ただし、複数
の注文を一度に取り消す場合には、④の「全取消」ボタンが非常に便利
です。④の「全取消」ボタンをクリックすると、「取消現物注文確認」画面
が表示され、発注中の注文がすべて表示されます。一番左にチェック
ボックスがあり、発注中の注文すべてにチェックが入った状態になってお
りますので、すべて取り消す場合には、間違いがないことを確認し、取引
暗証番号を入力して「執行」をクリックすると完了です。 

一部、取り消したくない注文がある場合には、チェックボックスのチェック
をはずしていただくと、その注文は取消注文から除外されます。 
⑤の「カラム表示」ボタンをクリックすると、⑥で表示する項目を設定いた
だけます。(※注文件数、引け数量、注文累計の表示はフル板のみと
なっております。ご了承ください。
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「執行条件」を選択 1 「口座区分」を選択 2 

 

まずは、事前に①の「執行条件」と②の「口座区分」を選択します。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

「信用返済注文」を選択すると⑤の灰色の線が青い線になります。

 
 
 
 
 

信用取引の板注文の方法 

 

 

 
 
 
 
 
 

株価が上がると予測すれば、信用新規買い注文を発注し、
株価が下がると予測すれば、信用新規売り注文を発注します。 
 

 

「信用新規注文」か「信用返済注文」を選択 3 

返済する建玉の優先順位を指定 4 

信用取引の板注文方法は、基本的には現物取引と同じです。
板注文画面は、右半分が買い注文、左半分が売り注文を指します。
ただし、信用取引においては、新規建て注文なのか返済注文なのかを
あらかじめ設定しておく必要がございます。

「信用新規注文」を選択なさった場合、値段の右側では「新規買建注文」、
左側では「新規売建注文」がご利用になれます。
「信用返済注文」を選択なさった場合、値段の右側では「買返済注文」、
左側では「売返済注文」がご利用になれます。

次に、③の「信用新規注文」で使用するか「信用返済注文」で使用するか
を選択します。

「信用新規注文」を選択すると⑤の灰色の線が赤い線になります。

最後に、信用取引の返済注文をする場合の返済する建玉の優先順位を
指定します。

まずは、「建日」、「評価損益率」、「数量」の中で優先順位を1～3で指定
します。次に、それぞれの項目において、どういった順番にするかの優先
順位を選択します。

●「建日」・・・「古い順」か「新しい順」を選択
●「評価損益率」・・・「益順」か「損順」を選択
●「数量」・・・「多い順」か「少ない順」を選択

また、「信用返済注文」には、左右の『ドック』の中から、注文したい株数
のボックスをドラッグ＆ドロップする方法と、板注文画面の下に
「建玉一覧」画面を表示し、返済したい建玉を選んで、ドラッグ＆ドロップ
する方法がございます。

※保有建玉の返済注文になりますので、買い建玉は左側の売り注文の
板に、売り建玉は右側の買い注文の板に発注してください。

≪ 参考例 ≫買い注文も売り注文も③で「新規」を選択しておき、買いも
売りも『ドック』の中から、注文したい株数のボックスをドラッグ＆ドロップ
することで、「信用新規注文」を発注できる状態にしておきます。

約定すれば、建玉一覧に建玉が表示されるので、その建玉をドラッグ＆
ドロップすることで、簡単に「信用返済注文」を発注することが可能です。
（※③で「新規」を選択していても、建玉一覧からドラッグ＆ドロップした
場合は「信用返済注文」 が発注されます。）

株価の上下動が激しい銘柄を信用取引で、買ったり売ったりする場合
に有効です。

武蔵板注文画面の使い方
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②「武蔵条件設定」画面で「個別登録」をクリックしてください。 

銘柄コードは半角英数で、銘柄名の場合は全角カタ
カナもしくは漢字で入力 

「OK」をクリック

① 「武蔵条件設定」画面で「複数登録」をクリックしてください。 

登録銘柄（個別銘柄登録） 銘柄登録（複数登録） 

削除したい銘柄をクリック 

「削除」をクリック 

登録銘柄の削除 

①武蔵の登録銘柄は、1ページにつき、最大100銘柄まで、 
合計で10ページ×100銘柄＝1,000銘柄まで登録が可能です。 
銘柄を登録するには、「条件設定」ボタンをクリックしてください。 

③「銘柄コード（漢字もしくは全角カナの銘柄名でも可）」を入力し、 
市場を選択して「OK」をクリックすると、「武蔵条件設定」画面に登
録されます。

④ 「武蔵条件設定」画面への登録が完了したら、「OK」をクリック
すれば個別銘柄登録は終了です。 

②銘柄名、業種、市場、日経225採用銘柄かどうかといった検索条
件となる項目を選択の上、「検索」をクリックしてください。 

③表示された検索条件を満たす銘柄一覧の中から、「Ctrl」キーを
押しながら登録したい銘柄を選択し、 「OK」をクリックすると、「武蔵
条件設定」画面に登録されます。 「武蔵条件設定」画面への登録が
完了したら、「OK」をクリックすれば複数銘柄登録は終了です。 

※登録したい銘柄が連続している場合は登録したい最初の銘柄を
選択した後、「shift」キーを押しながら、最後の銘柄をクリックすれば、
間に挟まれた全ての銘柄が選択されます。 

削除したい銘柄をクリックで選択し、「削除」ボタンをクリック、最後に
「武蔵条件設定」画面で「OK」をクリックすれば、削除は完了です。 

「OK」をクリック

武蔵銘柄登録方法
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武蔵フル板をご利用いただくことで、すべての板情報を確認しながらの発注が可能になります。

6 

④「カラム表示」をクリックすると、全表示、表示、削除の3項

目が表示されます。引け数量、売りまたは買いの累計、売り

または買いの件数を表示させたい場合は、各項目をクリック

して下さい。(3項目の表示は、フル板専用サービスとなって

おります。ご注意ください。)

お好きな「刻み」を指定していただき、指定していただいた「刻み」で板の気配数量を合計して表示することができます。

③の板表示形式を選択いただくと、フル板と通常板との切り替えが可能です。  

   

   

5 

6 

武蔵フル板をご利用の際は、①「投資情報」⇒②「武蔵」⇒③「板表示形式」の順でご選択ください。

　　　 は、「刻み」が1円の銘柄(図の左側)を5円刻みで

表示した例(図の右側)になります。右側の図では、「刻み」

を5円ごとに合計した気配数量を表示しております。

　　　 は、5円刻みにまとめた板に発注する際のイメージ
です。

4 

1

2

3
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②「武蔵条件設定」画面で「個別登録」をクリックしてください。 

銘柄コードは半角英数で、銘柄名の場合は全角カタ
カナもしくは漢字で入力 

「OK」をクリック

① 「武蔵条件設定」画面で「複数登録」をクリックしてください。 

登録銘柄（個別銘柄登録） 銘柄登録（複数登録） 

削除したい銘柄をクリック 

「削除」をクリック 

登録銘柄の削除 

①武蔵の登録銘柄は、1ページにつき、最大100銘柄まで、 
合計で10ページ×100銘柄＝1,000銘柄まで登録が可能です。 
銘柄を登録するには、「条件設定」ボタンをクリックしてください。 

③「銘柄コード（漢字もしくは全角カナの銘柄名でも可）」を入力し、 
市場を選択して「OK」をクリックすると、「武蔵条件設定」画面に登
録されます。

④ 「武蔵条件設定」画面への登録が完了したら、「OK」をクリック
すれば個別銘柄登録は終了です。 

②銘柄名、業種、市場、日経225採用銘柄かどうかといった検索条
件となる項目を選択の上、「検索」をクリックしてください。 

③表示された検索条件を満たす銘柄一覧の中から、「Ctrl」キーを
押しながら登録したい銘柄を選択し、 「OK」をクリックすると、「武蔵
条件設定」画面に登録されます。 「武蔵条件設定」画面への登録が
完了したら、「OK」をクリックすれば複数銘柄登録は終了です。 

※登録したい銘柄が連続している場合は登録したい最初の銘柄を
選択した後、「shift」キーを押しながら、最後の銘柄をクリックすれば、
間に挟まれた全ての銘柄が選択されます。 

削除したい銘柄をクリックで選択し、「削除」ボタンをクリック、最後に
「武蔵条件設定」画面で「OK」をクリックすれば、削除は完了です。 

「OK」をクリック

武蔵銘柄登録方法
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武蔵もレイアウトの変更が可能です。フル板にしているので板を大きくして見たい場合や、市況情報画面はいらないので、多くの銘柄を表示さ

せたい場合など、レイアウトをお客様のお好みに合わせて変更いただけます。

注文確認画面をスキップして、注文発注のタイミングを逃さない！ 

武蔵は、レイアウトだって、自由自在！ 

 

マイページでの『武蔵（板のみ）』

武蔵画面の左上にあります「条件設定」をクリックし、下図の設定を行うことで、注文確認画面や入力画面を出すことなく、注文を行うことが可能に

なります！

※設定することで、確認画面等が一切出なくなり、即時の発注となります。
誤発注等には十分ご注意の上、ご使用ください。

 

 

「分割線」を画面外側までドラッグ 

矢印の方向にドラッグすると、左上画面
が拡大され、左下画面が縮小される 



 ひとひと目で現在の株価、各値段の株数が確認可能
(上下3本の呼値が確認できます)

リアル

高速性に特化した注文機能を実装

ワンクリックで売りも買いも自由自在(※1)

マイページに登録すれば、他の機能と組み合わせることが可能

※1 エクスプレス注文機能をご利用いただくためには、事前設定が必要となります。また、確認画面を省略した場合、発注後すぐに約定しますので、
ご注意ください。　

マイページ機能と組合せて、より使いやすく　

マイページに登録し、チャートや日経平均先物の市況情報など、

他の機能と組み合わせることで、自分の好きなレイアウトを作る

ことができます。

自分好みのレイアウトを作り、ご自身に最適なトレード環境を構

築してください！

3

ルタイムで株価と株数を更新

お気に入りの銘柄が高速発注可能に

よく取引をする銘柄をあらかじめ登録すれば、株価が動いた

際にも、すぐに売買することができます。

ワンクリックで注文が執行されるので、発注の際の手間が

ありません。相場が動いたその時に、注文を出すことがで

きます。
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せたい場合など、レイアウトをお客様のお好みに合わせて変更いただけます。

注文確認画面をスキップして、注文発注のタイミングを逃さない！ 

武蔵は、レイアウトだって、自由自在！ 

 

マイページでの『武蔵（板のみ）』

武蔵画面の左上にあります「条件設定」をクリックし、下図の設定を行うことで、注文確認画面や入力画面を出すことなく、注文を行うことが可能に

なります！

※設定することで、確認画面等が一切出なくなり、即時の発注となります。
誤発注等には十分ご注意の上、ご使用ください。

 

 

「分割線」を画面外側までドラッグ 

矢印の方向にドラッグすると、左上画面
が拡大され、左下画面が縮小される 



【1-1】エクスプレス注文画面の表示と利用許諾

①「国内株式」を選択し、②「投資情報」→③「エクスプレス注文」
の順にクリックします。

【2】初期設定

【1-2】の利用許諾に同意後、④のエクスプレス注文画面をクリックするとエクスプレス注文設定画面に遷移します。表示された画面に、発注
時の数量、指値や成行の選択、指値の範囲（※１）、口座区分、取引区分、信用取引の場合、信用区分、注文設定（※２）、決裁する際の建
玉の優先順位を設定し、「OK」をクリックしてください。この設定は、銘柄を追加した際に全ての注文の初期値として適用される設定ですが、
注文画面ごとに個別に設定することも可能です。

（※3） 「売」 「買」ボタンは、33ページのイメージをご参照ください。

【AS注文の特徴】
・発注時に新規・決済の指定をする必要がなく、自動で選択されます。
・決済の場合、「建玉指定」の優先順位を選択すると自動的に注文の対象とするポジション（建玉）が選択されます。
≪AS注文の例≫
例）「AS（一般）」を選択し、個別銘柄において保有建玉がゼロの場合
・「買」の発注ボタンを押下すると、一般（無期限）信用取引の新規買注文として発注いたします。
例）「AS（制度）」を選択し、個別銘柄において制度信用取引による買建玉を100株のみ保有している場合
・「売」の発注ボタンをクリックすると、「売返済注文」を発注いたします。
・保有建玉枚数を上回る枚数（上記例の場合100株超）の売返済注文は発注できません。（いわゆるドテン注文には対応しておりません）。
例）「AS（一般）」を選択し、個別銘柄において制度信用取引による売建玉を100株のみ保有している場合
・「買」の発注ボタンをクリックすると、一般（無期限）信用取引の新規買い注文として発注いたします。
・制度信用取引による売建玉100株は決済されません。

【1-2】エクスプレス注文画面の表示と利用許諾

初回設定時は、利用許諾がポップアップ表示されますので、記載
事項をよくお読みいただき、同意していただける場合は⑤のチェッ
クボックスにチェックを入れ、⑥の「OK」をクリックしてください。

1．エクスプレス注文の設定方法（利用許諾への同意）

2．エクスプレス注文の設定方法（初期設定）
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(※1)指値範囲

約定を許容する注文の範囲のことです。

「エクスプレス注文」は相場の状況により、

執行時の最良気配で約定しない場合が

ございます。あらかじめ、「指値範囲」で、

最良気配とどれだけ乖離した約定価額を

許容するか、呼び値の範囲をあらかじめ

設定してください。（FXにおけるスリッペー

ジに似た機能です）。

《例》
・買い注文
（最良売気配・・・10,000円、指値範囲・・・「2」刻み、
呼び値の幅・・・10円の場合）
10,000円+20円=10,020円の指値買い注文を執行。
・売り注文
（最良買気配・・・500円、指値範囲･･･「10」刻み、
呼び値の幅・・・1円の場合）
500円-10円=490円の指値売り注文を執行。

(※2)信用区分・注文設定

・「ＡＳ」

ＡＳ（オートセレクト）を設定している場合、建

玉残高に応じて、信用新規/返済が自動的

に設定されます。建玉指定を設定すること

により、自動的に設定の順番で注文が出さ

れます。より詳しくは、【AS注文の特徴】を

お読みください。

・「信用新規」

保有建玉数に関係なく、「売」「買」ボタン

（※3）を押した場合、それぞれ、信用新規

売り、信用新規買い注文として発注されま

す。

・「信用返済」

保有建玉数に関係なく、「売」「買」ボタンを

押した場合、それぞれ、売返済、買返済注

文として発注されます。(建玉を保有してい

ない場合、株価をクリックするとエラーメッ

セージが表示されます)執行条件のIOC指値、IOC成行については、

36ページをご参照ください。



【3】の個別登録完了後、②の「条件設定」をクリックすると、条
件設定画面がポップアップ表示されます。③のティッカー表示
のチェックボックスをチェックすることで④に表示される項目を
変更できます。

「売」の青いボタンには、最良買気配から3本の買気配と株数が表示され、
「買」の赤いボタンには、最良売気配から3本の売気配と株数が表示されます。
4種類から、お好きなレイアウトをお選びください。
※デフォルトは⑦の「パラレル/売-買」というレイアウトになっています。

【3】 個別登録

３．エクスプレス注文の設定方法（個別登録）

通常買-売：

右に買い気配（売りボタン）
左に売り気配（買いボタン）
（最も板に近いパターン）

【通常/売-買】

右に売り気配（買いボタン）
左に買い気配（売りボタン）

【パラレル/買-売】

右に買い気配（売りボタン）
左に売り気配（買いボタン）

【４】 条件設定 【⑤表示レイアウト】

４．エクスプレス注文の設定方法（条件設定）
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【2】の初期設定が完了すると、個別銘柄画面がポップアップ表示

されますので、①に銘柄コードもしくは銘柄名を入力します。それ以

外の項目については初期設定で設定した値が入力されております

が、変更することもできます。

【⑥発注確認ダイアログの表示】
表示する、をクリックして設定を
完了すると、⑦で記載している
発注ボタンクリック後に、右図
の画面がポップアップで表示さ
れます。この場合、当該ポップ
アップ画面の下部にある執行
のボタンをクリックしない限り、
注文は執行されません。

表示しないをクリックして設定
を完了すると、確認画面が表
示されず、発注ボタンをクリック
後すぐに執行されますので、
ご注意ください。

【パラレル/売-買】

右に売り気配（買いボタン）
左に買い気配（売りボタン）



５. エクスプレス注文の設定方法(複数登録)

【5】複数登録の条件設定

34

「OK」をクリックすると、初期設定で設定した値を反映した銘柄が全て
表示されます。お好みの順番にドラッグアンドドロップで並び替えるこ
とも、右上の「画面切替」ボタンをクリックすることで、一括整列させる
こともできます。注文の設定を変更する場合には↓マークをクリックす
ると個別銘柄設定画面が表示されますので、変更を行ってください。

「エクスプレス条件設定」に銘柄が反映されましたら、ティッカー表示、表
示レイアウト、受注ダイアログの表示有無を選択し、ＯＫをクリックしま
す。(ティッカー表示、表示レイアウト、受注ダイアログの表示有無につ
いては、『4. エクスプレス注文の設定方法(条件設定)』をご覧ください。

4.エクスプレス注文の設定方法(条件設定)の②の条件設定をクリッ
ク後、「エクスプレス条件設定」が表示されたら、①の複数登録をクリ
ックします。

②の検索条件に銘柄名、業種、市場、日経225採用かどうかといった
検索条件となる項目を選択の上、「検索」をクリックしてください。(ここ
では東証、日経225採用銘柄のみを選択し、クリックしています。)
表示された検索条件を満たす銘柄一覧の中から、「ctrl」キーを押しな
がら登録したい銘柄を選択し、「OK」クリックして登録は完了です。



操作方法

設定完了後、お使いになっていただくエクスプレス注文機能の操作方法、画面の見方をご案内します。

その他の画面、設定、詳細については楽天証券のホームページをご覧ください。

【売ボタン】

最良買気配から3本の買気配

上段には、左から、コード番号、銘柄名、上場市場、右端に年月日(西暦)が表示され、
下段の数値は左から現在値、前日比、右端に現在値の約定時刻が表示されます。

と株数が表示されます。

「売」ボタンのある最良買気配
をクリックすれば、表示価格に
指値範囲を加味した価格で
売り注文を執行できます。

事前に設定した、注文数量
が表示されます。

3

【買ボタン】

と株数が表示されます。

「買」ボタンのある最良売気配
をクリックすれば、表示価格に
指値範囲を加味した価格で買

い注文を執行できます。

買付可能額・保証金表示

5

最良売気配から3本の売気配

「更新」ボタンをクリックして、更新が可能です。

お客様の約定履歴を表示
しています。左から、約定時
刻、約定時の売買区分、約
定株数を表示しています。

失効した場合もこちらに
表示されます。

現物取引を選択の場合、当該銘
柄の保有数量、平均単価、評価
損益が表示されます。
信用取引の場合、建玉数量、平
均建値、評価損益が表示されま
す。建玉数量をダブルクリックす
ると、上段の数量ボックスに反映
します。

※市場が開いてない場合やその
銘柄が特別気配等で即座に約定
しないなどの場合、「売ボタン」お
よび「買いボタン」はグレーアウト
されます。その場合、発注はでき
ません。

※誤って「売」「買」ボタンをクリッ
クした場合は、クリックしたまま指
を離さず、ボタンからマウスポイン
タを外した後に指を離せば、発注
されません。

①の↓ボタンを押すと、

エクスプレス注文の設定

方法の個別銘柄登録時

と同様の画面がポップア

ップで表示されます。銘

柄コードをご入力後、設

定を行えば、他の銘柄に

変更することが

できます。

事前に設定した、設定の詳細が表示されます。

上段は左から指値、成行の区分、指値を選択した場合は指

値範囲(スリッページ許容範囲)、取引区分・信用区分を表示

しています。

下段は左から口座区分、注文形式(ここはIOCで固定となっ

ております)、「買付可能額・保証金表示」を押下して頂くと右

図がポップアップで表示され、お客様の現物買付可能額、信

用新規建余力、保証金率を確認できます。

表示した銘柄の、始値、高
値、安値、単元株数、出来
高、売買代金を表示してい
ます。また一般信用の場合、
売建可能数量を表示してお
り、一般信用（1日）の場合、
特別空売り料を表示してい
ます。
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＜東京証券取引所のページより抜粋＞

 

 

 

IOC注文 （Immediate or Cancel order）

エクスプレス注文に実装されたIOC注文とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかっ

た注文数量を失効させる、条件付注文です。

IOC注文のメリット

価格が激しく動いているときに、未約定分の注文が約定してしまうリスクが回避できます。

瞬時に変化する現在のマーケットにおいては、発注後の状況変化に即座に対応し「注文を取り消したい」と思っても間に合わない場合がありま

すが、このIOC注文を活用すれば、自分の意図どおりに約定できなかった注文は自動的にキャンセルされる仕組みですので、そういったリスク

を回避した発注が行えます。

たとえば、「（板を見て）買い注文を出したが、わずかの差で約定せず、その直後に価格が急変し、自分の想定とは異なる状況になったので、急

いで未約定分を取り消そうとしたものの間に合わずに約定してしまった」といったリスクがなくなります。

※ IOC注文は、エクスプレス注文の標準執行条件です。通常のマーケットスピードの注文画面からは、選択することができません。

以下のようなケースにおいて、通常の注文とは異なり、IOC注文で発注した場合には、発注した注文の一部は約定し、成立しなかった注文数量

は失効します。
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個人投資家に人気のフル板も、マーケットスピードならすべて無料で
ご利用いただけます。（ただし、利用申請が必要となります）
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楽天証券のPTS（私設取引システム）取引は、チャイエックス・ジャパン株式会社が運営する｢チャイエックスPTS（Chi-X）｣と
SBIジャパンネクスト証券株式会社が運営する「ジャパンネクストPTS（JNX）」 でお取引可能です。

楽天証券で取引可能な｢PTS｣の特徴

取引チャンス拡大！

呼び値の刻みが細かい！
東京証券取引所で1円刻みの銘柄であってもPTSでは0.1円
刻みのものが多数あり、取引所の最良気配より有利な価格
で取引できるチャンスがあります。

SOR注文の利用イメージ

楽天証券の「SOR注文」の特徴

自動で価格有利な市場で注文が成立！ 

取引コストがいくら削減できたかすぐに確認可能！
東京証券取引所より有利な株価で約定が成立した場合は、
注文照会の詳細画面に差額を表示し、どのくらい取引コスト
が削減されたかを確認できます。

1

取引時間が長い！2

取引コスト削減！

1

2

自動的に価格有利な条件で注文を執行！

売気配株数 市場 気配値 市場 買気配株数

2000 東証 101
100 PTS 100.9
500 PTS 100.8
100 PTS 100.7
200 PTS 100.6

100.5 PTS 300
100.4 PTS 100
100.3 PTS 400
100.2 PTS 200
100.1 PTS 300
100 東証 1500

この差で高く売れる!

この差で安く買える!

自動で複数市場の株価を比較し、より有利な条件の市場で注文を執行！

2つのPTSで取引可能！
自動で価格有利な条件での注文執行が可能なSOR注文にも対応

また、東京証券取引所やPTS（私設取引システム）など複数の市場から最良価格がある市場を自動的に選び、売買を執行する
「SOR注文」もご利用可能です。

取引時間は業界最長！さらに2のPTSが利用できる！3
楽天証券の取り扱いPTSは「ジャパンネクストPTS」と「チャイ
エックス・ジャパンPTS」の2つ。夜間取引の取り扱いもあるた
め、楽天証券の国内株式（現物）における取引可能時間は、
業界最長※1の8:00～23:59まで※2となっています。
※１：主要ネット証券（口座数上位5社：SBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証
券、楽天証券（五十音順））で比較。（2019年2月22日現在、楽天証券調べ）
※2：楽天証券のPTS取引可能時間外（16時～17時）を除く。

東京証券取引所で取引が成立する時間内において、原則と
して、東証の最良気配と同値かそれよりも有利な価格がPTS
（私設取引システム）にあった場合に、自動的に最良価格で
売買を執行いたします。

チャイエックスPTS 【8:00～16:00】
ジャパンネクストPTS 【8:20～23:59】※

※PTS取引の取扱い時間外（16：00～17：00）を除く。



「市況情報」の「複合板」ボタンを押すと東証の気配に加えて、PTSの気配もご覧いただくことができます。
なお、PTSの気配は東証よりも有利な気配がある時のみ表示されるようになっています。
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複合板

複合板

「複合板」ボタンを押すと、　東証の気配に
加えて、東証の最良気配より有利な価格
のPTSの気配を表示します。

PTS買い気配の数量

PTS売り気配の数量

市場欄

東証、JNX、Chi-Xを選択できます。
JNX、Chi-Xを選択するとそれぞれの
取引所の気配のみを表示します。

（例） 複合板の見方 
 

【買い注文】 
上記の板の場合、東証の売り気配が1,054.0円であるのに対し、PTSで1,053.9円、1,053.8円の売り
気配があることが分かります。よって、この状況でSOR注文を利用して、買い注文を出すと、東証で取引
するよりも安く株式を買える可能性があります。 
 
【売り注文】 
上記の板の場合、東証の買い気配が1,053.0円であるのに対し、PTSで1,053.1円の買い気配がある 
ことが分かります。よって、この状況でSOR注文を利用して、売り注文を出すと、東証で取引するよりも 
高く株式を売れる可能性があります。 

CHX：チャイエックスPTS

JNX：ジャパンネクストPTS

市場

東証とPTSの気配を同時に表示！ 
市況情報画面の「複合板」の使い方！ 
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楽天証券のPTS（私設取引システム）取引は、チャイエックス・ジャパン株式会社が運営する｢チャイエックスPTS（Chi-X）｣と
SBIジャパンネクスト証券株式会社が運営する「ジャパンネクストPTS（JNX）」 でお取引可能です。

楽天証券で取引可能な｢PTS｣の特徴

取引チャンス拡大！

呼び値の刻みが細かい！
東京証券取引所で1円刻みの銘柄であってもPTSでは0.1円
刻みのものが多数あり、取引所の最良気配より有利な価格
で取引できるチャンスがあります。

SOR注文の利用イメージ

楽天証券の「SOR注文」の特徴

自動で価格有利な市場で注文が成立！ 

取引コストがいくら削減できたかすぐに確認可能！
東京証券取引所より有利な株価で約定が成立した場合は、
注文照会の詳細画面に差額を表示し、どのくらい取引コスト
が削減されたかを確認できます。

1

取引時間が長い！2

取引コスト削減！

1

2

自動的に価格有利な条件で注文を執行！

売気配株数 市場 気配値 市場 買気配株数

2000 東証 101
100 PTS 100.9
500 PTS 100.8
100 PTS 100.7
200 PTS 100.6

100.5 PTS 300
100.4 PTS 100
100.3 PTS 400
100.2 PTS 200
100.1 PTS 300
100 東証 1500

この差で高く売れる!

この差で安く買える!

自動で複数市場の株価を比較し、より有利な条件の市場で注文を執行！

2つのPTSで取引可能！
自動で価格有利な条件での注文執行が可能なSOR注文にも対応

また、東京証券取引所やPTS（私設取引システム）など複数の市場から最良価格がある市場を自動的に選び、売買を執行する
「SOR注文」もご利用可能です。

取引時間は業界最長！さらに2のPTSが利用できる！3
楽天証券の取り扱いPTSは「ジャパンネクストPTS」と「チャイ
エックス・ジャパンPTS」の2つ。夜間取引の取り扱いもあるた
め、楽天証券の国内株式（現物）における取引可能時間は、
業界最長※1の8:00～23:59まで※2となっています。
※１：主要ネット証券（口座数上位5社：SBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証
券、楽天証券（五十音順））で比較。（2019年2月22日現在、楽天証券調べ）
※2：楽天証券のPTS取引可能時間外（16時～17時）を除く。

東京証券取引所で取引が成立する時間内において、原則と
して、東証の最良気配と同値かそれよりも有利な価格がPTS
（私設取引システム）にあった場合に、自動的に最良価格で
売買を執行いたします。

チャイエックスPTS 【8:00～16:00】
ジャパンネクストPTS 【8:20～23:59】※

※PTS取引の取扱い時間外（16：00～17：00）を除く。



現物取引注文画面で「SOR有効」にチェックを入れると、東証とPTSの気配を比較し、自動的に価格有利な条件で注文を     
執行いたします。 
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SOR注文 注文画面操作方法 

 

現物取引買い注文 現物取引売り注文 

SOR注文 デフォルト設定 

デフォルトでは「SORを常に有効にする」にチェックが入っている設定となっています。                                 
この設定は、「環境設定」の「オーダー2」で変更することができます。 

「SORを常に有効にする」のチェックを外すと、 

東証にのみ注文を出すこととなります。 

SOR注文を使えば、自動で価格有利な条件での注文執行が可能！ 

【 SOR注文 】 

SORとは、スマート・オーダー・ルーティング（Smart-Order Routing）の略称で、
SORを有効にすると、東証で取引が成立する時間内において、原則として、
東証の最良気配と同値かそれよりも有利な価格がPTS（私設取引システム）
にあった場合に、自動的に最良価格で売買を執行いたします。SOR注文は、
注文画面で「SOR有効」にチェックを入れることで発注できます。       
（初期設定として、すべての取引チャネルにおいて、SORを有効に設定させ
ていただいております） 
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「SOR注文」を利用した場合に、取引コストがいくら削減できたか 
すぐに確認可能！ 

 
 
 
 
2017/11/19 13:17 に10,000株を成行で発注した際の東証の売り気配が1,023円で買い気配が1,016円であったことを表示。 
2017/11/19 13:17:04 にPTS（Chi-X）で1,019.1円で400株が約定したことを表示。 
2017/11/19 13:17:04 にPTS（Chi-X）で1,019.6円で500株が約定したことを表示。 
2017/11/19 13:17:04 に東証で1,023.0円で1,200株が約定したことを表示。 
2017/11/19 13:17:04 に東証で1,024.0円で7,900株が約定したことを表示。 

「注文約定」メニューの「現物注文照会」画面において、該当のご注文をダブルクリックすると、画面下部に「注文詳細」の 
詳しい内容が表示されます。 
ここでは、「SOR注文」を利用した場合の表示内容についてご説明いたします。 
下記の例は、神戸製鋼所をSOR注文で、10,000株を成行で買い注文を出した場合の例です。 
（※ここでは、説明をわかりやすくするために極端な状況を例示しておりますので、実際の相場状況とは異なります。） 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

【注文詳細に表示されている内容の説明】 

神戸製鋼所をSOR注文で、10,000株 成行 で買い注文を出した場合の例 

 
 
PTS（Chi-X）で1,019.1円で400株が約定した理由は、SOR判定時の東証の売り気配が1,023円であったためです。 
1,023円より安い価格の1,019.1円で400株の売り注文がPTS（Chi-X）に存在していたことで約定させています。 
価格差（3.9）というのは、東証の売り気配の1,023円とPTS（Chi-X）で約定した価格の1,019.1円の差額です。 
約定代金差（1,560円）というのは、上記の価格差3.9円×約定株数400株＝1,560円を表しています。 
この1,560円がSOR注文を使わずに東証に成行で注文を出した場合に比べて、取引コストを削減できた金額になります。 
 
PTS（Chi-X）で1,019.6円で500株が約定した理由は、SOR判定時の東証の売り気配が1,023円あったためです。 
1,023円より安い価格の1,019.6円で500株の売り注文がPTS（Chi-X）に存在していたことで約定させています。 
価格差（3.4）というのは、東証の売り気配の1,023円とPTS（Chi-X）で約定した価格の1,019.6円の差額です。 
約定代金差（1,700円）というのは、上記の価格差3.4円×約定株数500株＝1,700円を表しています。 
この1,700円がSOR注文を使わずに東証に成行で注文を出した場合に比べて、取引コストを削減できた金額になります。 
 
東証で1,023.0円で1,200株が約定した理由は、SOR判定時の東証の売り気配が1,023円であったためです。 
東証よりPTSの気配が高かったかPTSの気配がなかったため、1,023.0円で1,200株を東証で約定させています。 
価格差（0）、約定代金差（0円）は、同値であったことを表しており、ここでは取引コストを削減できていません。 
 
東証で1,024.0円で7,900株が約定した理由は、上記②～④でのSOR判定で約定させた後に、余った株数を 
東証に発注して約定させたためです。この場合、「SOR判定時刻」等には「-（ハイフン）」が表示されます。 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

5 

【上記の注文詳細に表示されている内容に関する補足説明】 

SOR判定時主市場価格情報/対象外理由 内容 

売気配(●●) 買気配(○○) SOR注文を受注した時に表示する内容 

売気配(●●) 買気配(○○) 価格差(▲▲) 約定代金差(■■円) SOR判定が行われて注文が約定した時に表示する内容  

SOR対象外 (売買代金/注文数量-上限超え) 売買代金/注文数量が上限を超えた時に表示する内容 

SOR対象外 (主市場価格情報無し) 東証で現在値が付いていない又は片側だけしか気配がない時に表示する内容 

SOR対象外 (主市場特別気配) 東証が特別気配の時に表示する内容 

SOR対象外 (SORサービス時間外) 東証の取引時間外に表示する内容 

SOR対象外 (売買停止) 東証で売買停止になっている銘柄に表示する内容 

SOR対象外 (対象外銘柄) SOR注文の対象外の銘柄に表示する内容 

SOR対象外 (SOR取り扱い停止) 当社でSOR注文の対象外としている時に表示する内容 

SOR対象外 (SORサービス停止中) SOR注文の受付を停止している時に表示する内容 

SOR対象外 (システム障害) SOR注文サービスがシステム障害中の時に表示する内容 

SOR対象外 (その他) 上記以外の理由でSOR注文の対象外となった時に表示する内容 

【その他、SOR判定時主市場価格情報/対象外理由が表示された場合の内容について】 

 

現物取引注文画面で「SOR有効」にチェックを入れると、東証とPTSの気配を比較し、自動的に価格有利な条件で注文を     
執行いたします。 
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SOR注文 注文画面操作方法 

 

現物取引買い注文 現物取引売り注文 

SOR注文 デフォルト設定 

デフォルトでは「SORを常に有効にする」にチェックが入っている設定となっています。                                 
この設定は、「環境設定」の「オーダー2」で変更することができます。 

「SORを常に有効にする」のチェックを外すと、 

東証にのみ注文を出すこととなります。 

SOR注文を使えば、自動で価格有利な条件での注文執行が可能！ 

【 SOR注文 】 

SORとは、スマート・オーダー・ルーティング（Smart-Order Routing）の略称で、
SORを有効にすると、東証で取引が成立する時間内において、原則として、
東証の最良気配と同値かそれよりも有利な価格がPTS（私設取引システム）
にあった場合に、自動的に最良価格で売買を執行いたします。SOR注文は、
注文画面で「SOR有効」にチェックを入れることで発注できます。       
（初期設定として、すべての取引チャネルにおいて、SORを有効に設定させ
ていただいております） 
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日本経済新聞社やトムソン・ロイターなど、複数の情報ベンダーが提供する
マーケットニュースで最新情報をチェック！
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日本経済新聞社やトムソン・ロイターなど、複数の情報ベンダーが提供する
マーケットニュースで最新情報をチェック！
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190円で購入

上昇が続けば、
さらなる利益をねらう

180円で購入 185円で売りの
逆指値注文

200円で買いの
逆指値注文

ボックス相場を上に
抜けなければ見送り

180円で売りの
逆指値注文

190円で購入した銘柄の値下がりリスクをヘッジするため、「180円に
値下がりしたら売り」の逆指値注文を行う。株価が上昇すればそのま
ま保持。一方、株価が値下がりしても、損失は10円に限定できる。

180円で購入した銘柄が200円に値上がりした。
最低限の利益確保を考え「185円に値下がりしたら売り」の逆指値
注文を行う。このまま株価が上昇すれば利益を追求。株価が下落
に転じても最低5円の利益確保が見込める。株価の上昇にあわせ
て逆指値注文の条件を切り上げていく使い方もできる。

株価が170円から190円の間でボックス相場を形成している銘柄。
200円の壁を突破すれば本格的な株価上昇局面だと考え「200円に
値上がりしたら買い」の逆指値注文を行う。上昇トレンドのタイミング
を逃さず投資できる。

190円

200円

210円

180円

170円

190円

200円

210円

180円

170円

190円

200円

210円

180円

170円
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買い注文と売り注文を同時に発注！ 
「セット注文」で発注がさらに便利に！ 

 

 

同時にセット注文（売り）を 

「予約する」にチェックを入れます。

 

セット注文（売り）注文の内容を入力し、確認ボタンをクリック後、
「執行」ボタンをクリックしてください。 

投資にあまり時間をかけることができない 
お客様におすすめ 

 
「いちにち信用取引」「セット注文」と「大引不成」を利用
するとこんなメリットがあります！ 
①いちにち信用取引の安い金利※で取引 
※制度信用の買方金利：年率2.85％  

 

 

※

 ②返済の執行条件を「大引不成」にして、当日中に返済
ザラバ引けなどマーケットの状況によって約定しない場合もあります。

③セット注文で返済注文の発注忘れを防止
 

 

デイトレード中心のお客様におすすめ 

売り注文を入力 

【現物取引注文】 

【信用取引注文】 

お客様の現物買付可能額、信用新規建余力、保証金率を確認できます。

 

 

信用取引の指値方法に「値幅指定」を選択することができます。 
「値幅指定」新規建注文の約定した価格に一定の価格をプラス（またはマイ
ナス）した価格を指定する方法です。※信用取引のみ有効です。 
 

例えば、新規建買建注文の約定価格が800.6円だった
場合、+7.5円の808.1円を自動で計算し発注  

返済注文を入力 

値幅指定とは？ 

「セット注文」は、買い注文と同時に、同じ銘柄の売り注文が発注できる注文方法です。アクティブな取引のお客様も、投資にあまり時間
をかけることができないお客様も、セット注文を活用することで、注文がさらに便利になります。

通常注文（逆指値付通常注文・逆指値注文）で「買い」注文を入
力した後に、画面の下の「同時にセット注文（売り）を「予約する」」
にチェックを入れると、右側にセット注文「売り」の入力画面が開
きます。

通常注文（逆指値付通常注文・逆指値注文）で「新規建」注文
を入力した後に、画面の下「同時にセット注文（返済）を「予約す
る」」にチェックを入れると、右側にセット注文「返済」の入力画
面が開きます。

セット注文（売り）注文の内容を入力し、確認ボタンをクリック後、
「執行」ボタンをクリックしてください。

いちにち信用の買方金利：約定代金100万円未満年率1.9％、100万円以上0％
いちにち信用は当日中に返済する必要があります。

※セット注文をご利用いただく際は、「セット注文の留意事項」を必ずご確認ください。
確認方法は、楽天証券ホームページ右上の、よくあるご質問から「セット注文のご留意事項」を検索してご確認ください。

 セット注文の執行条件に「期間指定（30営業日）」 
などを指定すると、買い注文の約定を確認してから
売り注文を発注する手間が省け、1度の注文入力で
利益を狙うことができます！
 



 

 

 

 

 

 

2
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買い注文と売り注文を同時に発注！ 
「セット注文」で発注がさらに便利に！ 

 

 

同時にセット注文（売り）を 

「予約する」にチェックを入れます。

 

セット注文（売り）注文の内容を入力し、確認ボタンをクリック後、
「執行」ボタンをクリックしてください。 

投資にあまり時間をかけることができない 
お客様におすすめ 

 
「いちにち信用取引」「セット注文」と「大引不成」を利用
するとこんなメリットがあります！ 
①いちにち信用取引の安い金利※で取引 
※制度信用の買方金利：年率2.85％  

 

 

※

 ②返済の執行条件を「大引不成」にして、当日中に返済
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信用取引の指値方法に「値幅指定」を選択することができます。 
「値幅指定」新規建注文の約定した価格に一定の価格をプラス（またはマイ
ナス）した価格を指定する方法です。※信用取引のみ有効です。 
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   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （制度信用（6ヶ月）、一般信用
（無期限）、一般信用（14日）、一般信用（1日））が、「信用新規注文」画面
で初期表示されます。

[[セット注文初期表示（いちにち信用のみ）]
オプションボタンで「OFF」を選択すると、いちにち信用新規注文時
に、セット注文画面を非表示にできます。
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信用情報
「総合」→「信用情報」の画面をご覧いただくと、信用取引におけ
る維持率等の必要な状況をご覧いただけます。保証金維持率、
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（１日）の新規注文は「買建」、「売建」両方可能です。）

売買を「買建」「売建」から選
択。信用区分を、「制度信用
(6ヶ月)」「一般信用(無期
限)」「一般信用(14日)」「一
般信用(1日)」から選択。

マーケットスピードでは信用取引（制度、一般（無期限、14日、1日））のお取引も可能です。レバレッジ機能を活かしたお取引や、相場下落時のヘッジ
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【保証金の振替方法】
預り金・保護預り⇔信用取引保証金の振替えは
ここから指示を行います。
現金を振替る場合は、「保証金振替」を、現物株
式、投資信託を振替る場合は「代用振替」をクリ
ックしてください。当社ホームページ画面が立ち
上がりますので、そちらの画面で振替指示が可
能です。
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信用取引をするお客様が対象です。

信用取引保証金情報の確認 「総合」→「信用情報」をクリックすると、新規建余力、
振替可能額、追証までの余裕状況が表示されます。

保証金や、新規建余力等の状況を
当日を含めて5営業日先の値まで
確認いただけます。

【ご注意ください】
追加保証金が発生した場合や、信用建玉を決
裁した際に不足金が発生した場合は、必ず期
限までに不足分をご入金ください。
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 話題の『株価指数先物・オプション取引』！

マーケットスピードがお取引をサポート！ 
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現金を振替る場合は、「保証金振替」を、現物株
式、投資信託を振替る場合は「代用振替」をクリ
ックしてください。当社ホームページ画面が立ち
上がりますので、そちらの画面で振替指示が可
能です。
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「数量」を入力 

「価格」を入力 

「執行時間条件」を選択 

「暗証番号」に4桁
の数字を入力 

「執行」をクリック 

「転売・買戻注文」 

建玉を選択し、ダブルクリック 

画面右上の「注文」ボタンからも 
注文メニューの表示が可能 

「マーケットスピード」で株価指数先物取引をしてみよう！ 

刻々と変化する板情報を見な
がら指値を入力できる！ 

「確認」をクリック 

「先物オプション個別新規注文」 

「売買」を選択 

数量はここに入力 

一括で転売・買戻を行う場合はここをクリック 

「価格」を入力 「執行数量条件」「執行時間条件」を選択 

「暗証番号」に4桁
の数字を入力 

「執行」をクリック 

「執行数量条件」を選択 

 

マーケットスピードの売買注文は、グローバルメニュー「注文約定」からはもちろん、「投資情報」のほとんどの画面、「マイページ」に登録した
「投資情報」画面からも簡単に注文画面を表示、発注することができます。ここでは、グローバルメニュー「投資情報」のローカルメニュー「先
物ＯＰ市況情報」画面から注文を出す方法をご紹介いたしますが、同様にほとんどの「投資情報」メニューから発注できます。

「国内株式」-「先物OP市場情報」から注文を出したい商品の市況
情報を表示させます。市況情報画面上で右クリックすると表示され
るポップアップウィンドウで「先物ＯＰ取引」-「個別注文」-「新規注
文」を選択します。 

「転売・買戻注文」をポップアップから選択すると「先物オプション
個別転売・買戻注文建玉一覧」が表示されます。さらに転売・買

戻を行いたい建玉をダブルクリックすると、（別ウィンドウ）に
「先物オプション個別転売・買戻注文」画面が表示されます。

「先物オプション個別新規注文」画面が表示されますので、「売
買」「数量」「指値（成行）」「執行数量条件」「執行時間条件」など
を入力し、「確認」ボタンをクリックしてください。

「確認画面」が表示されます
ので、「暗証番号（4桁の数
字）」を入力し、「執行」ボタ
ンをクリックすれば、発注完
了です。 

「確認画面」が表示されますので、「暗証番号（4桁の数字）」を
入力し、「執行」ボタンをクリックすれば、発注完了です。 



65

 

 



66

 



67

 

 

 

 

※リアルタイムスプレッドシートの操作方法・登録方法
は、マーケットスピード上部「ヘルプ（オンラインヘルプ）
」の「Ⅰ．操作説明編」＞「12.リアルタイムスプレッドシー
ト」にてご覧いただけます。
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入金方法 

「リアルタイム入金」をご利用いただくと、入金にかかる振込手数料が無料になります。 

サービス対象者 

サービス内容 

入金手続き 「リアルタイム入金」のご利用は、お申し込みは不要です。
「マーケットスピード」の「総合」メニューから「リアルタイム入金」を選択してください。 

「総合」メニューの「リアルタイム入金」を選択します。
ご利用になりたい金融機関を選択して、「次へ」を
クリックしてください。

◆ マーケットスピードから「リアルタイム入金」を利用する 

総合 

▲
 リアルタイム入金 

入金手数料無料「リアルタイム入金」 

※ご入金は必ずご本人様名義でお振込みください。 

楽天証券への一般的な入金方法は、「リアルタイ
ム入金」と「銀行振込入金」の2種類があります。  

 

銀行振込入金 （銀行ATMまたは窓口からの入金） 

出金方法 

1   グローバルメニューの「総合」タブをクリックし、ローカル
メニューの「入出金記録」をクリックしてください。 

画面左上の「検索」ボタンをクリックすると、画面右上部の
「出金」ボタンがアクティブになります。 「出金額」を半角英数で
入力し、「確認」をクリック。 

2 

「入出金無料サービス」を上手に使おう！ 

入出金の履歴の確認方法 

 

入出金は銀行やコンビニのATM、インターネットバンキングなど、さまざまな方法をご利用いただけます。出金にかかる振込手数料は無料です。
「リアルタイム入金」を利用すると、入金にかかる振込手数料も無料になります！ 

楽天銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、セブン銀行、
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西未来銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、広島銀行のネットバンキング
口座（インターネットサービス）をお持ちで、楽天証券に総合取引口座を開設いただいているお客様。 

入金時の振込手数料が無料（楽天証券が負担）。原則24時間リアルタイム入金が可能。 

入金手数料が無料になるのは、マーケットスピードまたは楽天証券ホームページ（http://www.rakuten-sec.co.jp/）のお取引ページ経由から
お手続きをおこなっていただいたご入金が対象になります。各金融機関のホームページから楽天証券に直接お振込みいただいた場合や、
店頭窓口やATMなどからのご入金は、各金融機関所定の手数料が発生します。ご注意ください。 

銀行振込による投資資金のご入金は、お客様ごとに設定された専用の振込口座（「楽天銀行」もしくは「三井住友銀行」）にお振込みください。 
入金確認をすばやく行うため、お客様ごとに振込先の口座番号が異なっています。ご注意ください。 
なお、各金融機関からの振込手数料はお客様負担となります。振込手数料は各金融機関により異なりますので、ご了承ください。 

グローバルメニューの「総合」タブをクリックし、ローカルメニューの「入出金記録」を
クリックしてください。

次の確認画面にて4桁の数字で「暗証番号」を
入力し、「執行」ボタンをクリックすれば出金手
続きは完了です。 

出金にかかる手数料は無料です（楽天証券が負担いたします）。 

楽天証券の営業日15：30までに出金手続きをおこなった場合、 あらか
じめご登録いただいているお客様指定口座に、翌営業日にお振込みい
たします。それ以降のお申込みは翌々営業日のお振込みになります。 
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マーケットスピードナノでは、信用取引の初心者でもカンタン
に取引いただけるようカンタン返済機能を搭載しました。
設定画面よりあらかじめ返済建玉の返済の優先順位を決め
ておくことができます。
※一般信用（1日）は、取消しのみ対応しております。
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楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」
を利用して資金を有効活用しよう！

「マネーブリッジ」とは、楽天証券口座と楽天銀行口座を連携させることでご利用いただけるサービス機能
の総称です。 
マネーブリッジサービスのお申込みは無料です。 

「マネーブリッジ」の魅力 「マネーブリッジ」を利用するには 

 自動入出金（スイープ） 

 楽天スーパーポイントが貯まる！ 

楽天銀行のお客さま優遇プログラ
ム「ハッピープログラム」にエント
リー（無料）すると、楽天証券でお取
引ごとに楽天スーパーポイントが貯
まります。貯まったポイントは、1ポ
イント1円として、楽天グループの

様々なサービスで利用することがで
きます。 
 
※「ハッピープログラム」へのエントリー（無料）が必要です。

申込方法 

マネーブリッジを利用いただくには楽天銀行で口
座を開設していただく必要があります。 
お客様専用ページにログイン後、①「マネーブリ
ッジ」をクリックのうえ、②「マネーブリッジ申込」
から、楽天銀行のウェブページでマネーブリッジ
をお申込みください。 
連携手続き完了後、マネーブリッジサービスが
利用いただけます。 
※17:00までのお申込み分は、原則、当日中（19:00
ごろ）に口座連携が完了し、各種サービスがご利用
いただけます。 
一度、銀行連携を設定いただくと、次回以降改めて
設定する必要はございません。 

① 

②  

 

 

魅力1

魅力2

優遇金利

魅力3

投資の待機資金を楽天銀行の
普通預金に置いておくだけで、
金利が5倍に。

楽天証券での買い注文時に、楽天
銀行の預金残高から不足資金を
「自動入金（スイープ）」することが
可能となり、スムーズにお取引いた
だけるようになります。また、証券
口座にある資金を、毎営業日夜間
に楽天銀行へ「自動出金（スイー
プ）」されるので、資金をご自身で移
す手間なく、優遇金利が適用される
ようになります。
入出金時にかかる手数料は無料で
す。

すでにマネーブリッジを利用しており、「自動入出
金（スイープ）」の利用を希望され場合は、お客様
専用ページログイン後。①「マネーブリッジ」をクリ
ックのうえ、②「設定する」からお申し込みください。
※お申込み後から、自動入出金（スイープ）サービ
スが利用いただけます。

① 

②
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マネーブリッジ・自動入出金（スイープ）を利用中は、「買付可能額」に楽天銀
行残高が含まれます。 
楽天証券の預り金と楽天銀行の普通預金残高の合計額の範囲で注文するこ
とができます。 

「現物買い注文」画面の買付可能額に楽天銀行の普通預金
残高が含まれます。 

「マネーブリッジ」での注文方法 

 

「確認画面」で楽天銀行から
自動入金される金額等が表
示されますので、「暗証番号
（4桁の数字）」を入力し、
「執行」ボタンをクリックすれ
ば発注完了です。 

楽天証券と楽天銀行の 
内訳を確認できます。 

「現物買い注文」 「信用新規注文」 

「信用新規注文」画面の信用新規建余力に楽天銀行の普通
預金残高が含まれます。 

注文を出したい銘柄の上にカソールをもっていき、右クリックすると表示され
るポップアップウィンドウで注文種類を選択してください。 

楽天証券と楽天銀行の 
内訳を確認できます。 

「確認画面」で楽天銀行から
自動入金される金額等が表
示されますので、「暗証番号
（4桁の数字）」を入力し、
「執行」ボタンをクリックすれ
ば発注完了です。 

「数量」、「価格」、「市場」、
「執行条件」、「口座区分」
等の執行条件を入力し、
確認をクリックしてくださ
い。

「信用区分」、「売買の別」、
「数量」、「価格」、「市場」、
「執行条件」、「口座区分」
等の執行条件を入力し、確
認をクリックしてください。
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■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約
権証券（ライツ）

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるお

それがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象と

なっている指数や指標等の変動等、上場投資証券

（ETN）は連動対象となっている指数や指標等の変動

等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場

不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や

収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の

変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ラ

イツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間

内に行使しない場合には、投資金額を全額失うこと

があります。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価

（価格）の変動等により損失が生じるおそれがありま

す。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額

の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発

生する可能性があります。その損失額は差し入れた

委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定

額コース」の2コースから選択することができます。

〔超割コース（現物取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が5万円まで55円（税込）／1回、10万

円まで99円（税込）／1回、20万円まで115円（税込）

／1回、50万円まで275円（税込）／1回、100万円まで

535円（税込）／1回、150万円まで640円（税込）／1

回、3,000万円まで1,013円（税込）／1回、3,000万円

超1,070円（税込）／1回

〔超割コース（信用取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が10万円まで99円（税込）／1回、20

万円まで148円（税込）／1回、50万円まで198円（税

込）／1回、50万円超385円（税込）

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下

の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条

件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当

社ウェブページをご参照ください。

〔超割コース　大口優遇（現物取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで110円

（税込）／1回、50万円まで261円（税込）／1回、100万

円まで468円（税込）／1回、150万円まで559円（税

込）／1回、3,000万円まで886円（税込）／1回、3,000

万円超936円（税込）

〔超割コース　大口優遇（信用取引）〕

約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕

1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で

手数料が決まります。

1日の約定代金合計が100万円まで0円、200万円ま

で2,200円（税込）、300万円まで3,300円（税込）／1日

です。以降、100万円増えるごとに1,100円（税込）追

加されます。

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当

日の日中取引を合算して計算いたします。

※一般信用取引における返済期日が当日の「いちに

ち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手

数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額

コースの取引金額合計に含まれません。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次

ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わ

らず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる

手数料（最大で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳

しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種

費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認く

ださい。

●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れ

が必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証

金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が

20％です。委託保証金の保証金率が20％未満となっ

た場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れ

ていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉

を決済していただく必要があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

（貸株サービスのみ）

●リスクについて

貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契

約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いた
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だくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供は

なされません（無担保取引）。

（信用貸株のみ）

●株券等の貸出設定について

信用貸株において、お客様が代用有価証券として当

社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の

対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に

限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一

部の数量のみに限定することはできませんので、ご

注意ください。

（貸株サービス・信用貸株共通）

●当社の信用リスク

当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行

期日又は両者が合意した日に行われない場合があ

ります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契

約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2

章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたし

ますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受

けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、

議決権等）は、お客様は取得できません。

●投資者保護基金の対象とはなりません

貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産と

お客様の資産を区別して管理する分別保管および投

資者保護基金による保護の対象とはなりません。

●手数料等諸費用について

お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数

料等の費用をお支払いいただく必要はありません。

●配当金等、株主の権利・義務について（貸借期間

中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等に

なっており、この期間中において、お客様は株主とし

ての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期

間株式を所有することで得られる株主提案権等につ

いて、貸借期間中はその株式を所有していないことと

なりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では

貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義の

ままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての

権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分

割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的

にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主

の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お

客様のお取引状況によってお手続きが異なりますの

でご注意ください。

貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金

については、発行会社より配当の支払いがあった後

所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相

当額が楽天証券からお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について

株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供される

データを基にしており、原則として毎月1回の更新とな

ります。更新日から次回更新日までの内容変更、売

買単位の変更、分割による株数の変動には対応して

おりません。また、貸株サービス・信用貸株内におけ

る配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；

東京証券取引所）より提供されるデータを基にしてお

り、原則として毎営業日の更新となります。株主優

待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合

がありますので、必ず当該企業のホームページ等で

内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）

の提出について

楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品

取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グ

ループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告

書（同法第27条の25第２項）を提出する場合におい

て、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を

同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お

客様に返還させていただいているときは、お客様の

氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約で

ある旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相

手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記

載させていただく場合がございますので、予めご了承

ください。

●税制について

株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中

に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、

お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得

として、総合課税の対象となります。なお、配当金相

当額は、配当所得そのものではないため、配当控除

は受けられません。また、お客様が法人の場合、一

般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入さ

れます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場

合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の

専門家にご確認ください。

2021年4月1日現在
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だくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供は

なされません（無担保取引）。
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●株券等の貸出設定について
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社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の
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ますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受

けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、

議決権等）は、お客様は取得できません。

●投資者保護基金の対象とはなりません

貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産と

お客様の資産を区別して管理する分別保管および投

資者保護基金による保護の対象とはなりません。

●手数料等諸費用について

お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数

料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
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なっており、この期間中において、お客様は株主とし

ての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期

間株式を所有することで得られる株主提案権等につ

いて、貸借期間中はその株式を所有していないことと

なりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では

貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義の

ままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての

権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分

割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的

にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主

の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お

客様のお取引状況によってお手続きが異なりますの

でご注意ください。

貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金

については、発行会社より配当の支払いがあった後

所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相

当額が楽天証券からお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について

株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供される

データを基にしており、原則として毎月1回の更新とな

ります。更新日から次回更新日までの内容変更、売

買単位の変更、分割による株数の変動には対応して

おりません。また、貸株サービス・信用貸株内におけ

る配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；

東京証券取引所）より提供されるデータを基にしてお

り、原則として毎営業日の更新となります。株主優

待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合

がありますので、必ず当該企業のホームページ等で

内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）

の提出について

楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品

取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グ

ループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告

書（同法第27条の25第２項）を提出する場合におい

て、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を

同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お

客様に返還させていただいているときは、お客様の

氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約で

ある旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相

手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記

載させていただく場合がございますので、予めご了承

ください。

●税制について

株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中

に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、

お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得

として、総合課税の対象となります。なお、配当金相

当額は、配当所得そのものではないため、配当控除

は受けられません。また、お客様が法人の場合、一

般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入さ

れます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場

合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の

専門家にご確認ください。

2021年4月1日現在

■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約
権証券（ライツ）

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるお

それがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象と

なっている指数や指標等の変動等、上場投資証券

（ETN）は連動対象となっている指数や指標等の変動

等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場

不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や

収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の

変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ラ

イツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間

内に行使しない場合には、投資金額を全額失うこと

があります。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価

（価格）の変動等により損失が生じるおそれがありま

す。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額

の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発

生する可能性があります。その損失額は差し入れた

委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定

額コース」の2コースから選択することができます。

〔超割コース（現物取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が5万円まで55円（税込）／1回、10万

円まで99円（税込）／1回、20万円まで115円（税込）

／1回、50万円まで275円（税込）／1回、100万円まで

535円（税込）／1回、150万円まで640円（税込）／1

回、3,000万円まで1,013円（税込）／1回、3,000万円

超1,070円（税込）／1回

〔超割コース（信用取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が10万円まで99円（税込）／1回、20

万円まで148円（税込）／1回、50万円まで198円（税

込）／1回、50万円超385円（税込）

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下

の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条

件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当

社ウェブページをご参照ください。

〔超割コース　大口優遇（現物取引）〕

1回のお取引金額で手数料が決まります。

1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで110円

（税込）／1回、50万円まで261円（税込）／1回、100万

円まで468円（税込）／1回、150万円まで559円（税

込）／1回、3,000万円まで886円（税込）／1回、3,000

万円超936円（税込）

〔超割コース　大口優遇（信用取引）〕

約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕

1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で

手数料が決まります。

1日の約定代金合計が100万円まで0円、200万円ま

で2,200円（税込）、300万円まで3,300円（税込）／1日

です。以降、100万円増えるごとに1,100円（税込）追

加されます。

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当

日の日中取引を合算して計算いたします。

※一般信用取引における返済期日が当日の「いちに

ち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手

数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額

コースの取引金額合計に含まれません。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次

ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わ

らず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる

手数料（最大で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳

しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種

費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認く

ださい。

●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れ

が必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証

金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が

20％です。委託保証金の保証金率が20％未満となっ

た場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れ

ていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉

を決済していただく必要があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

（貸株サービスのみ）

●リスクについて

貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契

約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いた
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だくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供は

なされません（無担保取引）。

（信用貸株のみ）

●株券等の貸出設定について

信用貸株において、お客様が代用有価証券として当

社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の

対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に

限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一

部の数量のみに限定することはできませんので、ご

注意ください。

（貸株サービス・信用貸株共通）

●当社の信用リスク

当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行

期日又は両者が合意した日に行われない場合があ

ります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契

約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2

章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたし

ますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受

けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、

議決権等）は、お客様は取得できません。

●投資者保護基金の対象とはなりません

貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産と

お客様の資産を区別して管理する分別保管および投

資者保護基金による保護の対象とはなりません。

●手数料等諸費用について

お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数

料等の費用をお支払いいただく必要はありません。

●配当金等、株主の権利・義務について（貸借期間

中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等に

なっており、この期間中において、お客様は株主とし

ての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期

間株式を所有することで得られる株主提案権等につ

いて、貸借期間中はその株式を所有していないことと

なりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では

貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義の

ままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての

権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分

割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的

にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主

の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お

客様のお取引状況によってお手続きが異なりますの

でご注意ください。

貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金

については、発行会社より配当の支払いがあった後

所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相

当額が楽天証券からお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について

株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供される

データを基にしており、原則として毎月1回の更新とな

ります。更新日から次回更新日までの内容変更、売

買単位の変更、分割による株数の変動には対応して

おりません。また、貸株サービス・信用貸株内におけ

る配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；

東京証券取引所）より提供されるデータを基にしてお

り、原則として毎営業日の更新となります。株主優

待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合

がありますので、必ず当該企業のホームページ等で

内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）

の提出について

楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品

取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グ

ループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告

書（同法第27条の25第２項）を提出する場合におい

て、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を

同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お

客様に返還させていただいているときは、お客様の

氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約で

ある旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相

手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記

載させていただく場合がございますので、予めご了承

ください。

●税制について

株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中

に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、

お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得

として、総合課税の対象となります。なお、配当金相

当額は、配当所得そのものではないため、配当控除

は受けられません。また、お客様が法人の場合、一

般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入さ

れます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場

合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の

専門家にご確認ください。

2021年4月1日現在
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●この冊子の内容は2021年4月5日時点のものです。掲載している情報は一部、開発中の内容を含んでいます。そのため予告
なく仕様などが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●掲載している情報は、証券投資一般に関する情報の提
供を目的としたものであり、特定の個別銘柄や取引手法を推奨または勧誘するものではありません。また、証券投資には価格変
動等により投資元本を割込む等のリスクがともないます。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたし
ます。●楽天証券では、お客様からお預りした資産はすべて弊社の資産と分別保管され、株式・債券等は保管振替機構等の保
管機関に、金銭は信託銀行に預けられます。

問い合わせ時には、部店コード、お客様コード、ログインID下4桁の数字をご準備ください。

、一般社団法人日本投資顧問業協会

受付時間／平日8:30-17:00 （土日祝・年末年始を除く）

楽天証券カスタマーサービスセンター

携帯電話から： 携帯電話から：


