
当社ホームページへアクセス
当社ホームページ（https://www.okb-sec.co.jp）のログインボタンをクリックしていただきます。
（ログインはお客さまのパソコン・スマートフォンなどで行っていただきます）

ログイン
「ログインID（口座番号6ケタ）」、初回ログイン時に登録いただいた「ログインパスワード」（初回ログイン時は
「暗証番号（4ケタ）」）を入力してログインいただきます。
（ログインはお客さまのパソコン・スマートフォンなどで行っていただきます）

ログインパスワード変更（初回ログイン時）
・変更後のログインパスワードは、英字と数字を組み合わせた半角6～16桁で設定してください。
			※2回目以降のログイン時は、「お客さま登録情報」画面で変更できます。
・	登録いただいたメールアドレスや取引暗証番号と同じ文字列、過去3回以内に設定したログインパスワードは
ご利用いただけません。

取引暗証番号登録（初回ログイン時）
・取引暗証番号は、英字と数字を組み合わせた半角4~16桁で設定してください。
			※２回目以降のログイン時は、「お客さま登録情報」画面で変更できます。
・	登録いただいたメールアドレスやログインパスワードと同じ文字列、過去３回以内に設定した取引暗証番号は
ご利用いただけません。

ご利用開始
オンライントレード取引がご利用いただけます。

オンライントレード取引でできること オンライントレード取引の方法

ご利用いただけるサービスはつぎのとおりです。

ログイン

STEP

4

STEP

2

株式
株式（国内株式） 銘柄検索、買付注文、保有銘柄・売付注文ができます。　→詳細はP.19、20へ

株式（米国株式） 銘柄検索（米国株式）、買付注文、保有銘柄・売付注文ができます。　→詳細はP.21、22へ

株式（注文照会・訂正・取消） 国内株式、米国株式の注文照会・訂正・取消しができます。

投資信託
投資信託（買付注文） 買付注文銘柄一覧から買付注文、目論見書の確認ができます。　→詳細はP.23へ

投資信託（売付注文） 保有一覧から保有銘柄の確認、売付注文ができます。　→詳細はP.24へ

定時定額（注文申込） 定時定額銘柄一覧から注文申込、目論見書の確認ができます。　→詳細はP.25へ

投資信託（注文・契約照会） 注文内容の照会、取引の取消しなどができます。

定時定額（注文・契約照会） 注文内容の照会、取引の変更、取消し、目論見書の確認などができます。

トータルリターン照会 ご投資中およびご投資が終了した投資信託のトータルリターンの金額などが確認
できます。

債券
国内債券（買付注文） 国内債券募集銘柄一覧から応募注文ができます。

国内債券（売付注文） 国内債券保有銘柄一覧から売付注文ができます。

外国債券（買付注文） 外国債券募集銘柄一覧から応募注文ができます。　→詳細はP.26へ

外国債券（売付注文） 外国債券保有銘柄一覧から売付注文ができます。

国内債券（注文照会・取消） 国内債券の注文約定の照会、取引の取消しなどができます。

外国債券（注文照会・取消） 外国債券の注文約定の照会、取引の取消しなどができます。

入出金・振替

入出金（円貨）
（即時入出金サービス利用の場合）
「入出金・振替」画面経由で「大垣共立銀行の預金口座」と「OKB証券の証券口座」間の
資金移動が即時にできます。

入出金（外貨） 外貨の出金取引ができます。

出金取引取消 出金取引状況の確認、取引の取消しなどができます。（一部の出金手続きは取消し
できない場合があります）

振替取引 外貨預り金と円貨預り金の振替（外国為替取引）ができます。

入出金・振替照会 入出金・振替照会の確認ができます。

口座管理
資産情報 取引余力・預り資産、余力推移などの確認ができます。

特定口座 特定口座損益の状況・取引明細の確認ができます。

NISA口座 NISA勘定年別残高、NISAロールオーバー予定などの確認ができます。

配当金等交付明細 特定口座の配当金・分配金の集計や、配当金・分配金の交付明細などの確認ができます。

取引履歴 過去18ヵ月分の取引履歴および株式入出庫履歴の照会ができます。

お客さま情報 お客さま登録情報の確認、変更などができます。

電子交付 電子報告書の確認ができます。

「ログイン」ボタンを
クリックしてください。

STEP

1

STEP

3
の
2

STEP

3
の
1

「ログインID」、「ログインパス
ワード」（初回ログイン時は「暗証
番号（4ケタ）」）を入力し、「ログイン」
ボタンをクリックしてください。

トップ画面

ログインパスワード「変更後」と
「変更後（確認用）」を入力し、「変更
する」ボタンをクリックしてください。

取引暗証番号「変更後」と「変更後
（確認用）」を入力し、「登録」ボタン
をクリックしてください。
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①
②

④
⑤
⑥

⑦
⑧

③
①

②
③
④

⑤
⑥

オンライントレード取引の方法 国内株式

【買付】銘柄検索 【売付】保有銘柄・売付注文

【買付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【売付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【買付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【売付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【買付】注文完了
注文受付を完了しました。

【売付】注文完了
注文受付を完了しました。

銘柄名または証券コードを入力
し、「検索」ボタンをクリックして
ください。

注文する銘柄の「買付」ボタンを
クリックしてください。

①市場：東証を選択してください。
②	口座区分：「特定口座」または「一般口座」を選択してくだ
さい。
③注文株数：注文株数を半角数字で入力してください。
④	注文単価：指値または成行を選択し、指値を入力した	
場合は注文単価を半角数字で入力してください。
⑤執行条件：執行条件を付加することもできます。
⑥有効期限：注文期間を選択してください。
期間指定は当日を含め、最長20営業日先まで指定でき
ます。
⑦	内部者取引チェック：内部者（インサイダー）取引に該当
する注文ではないことの確認をし、チェックボックスに
チェックを入れてください。

①～⑦の入力が完了しましたら、⑧「注文内容を確認」	
ボタンをクリックしてください。

①	注文株数：注文株数を半角数字で入力してください。
②	注文単価：指値または成行を選択し、指値を入力した	
場合は注文単価を半角数字で入力してください。
③執行条件：執行条件を付加することもできます。
④有効期限：注文期間を選択してください。
期間指定は当日を含め、最長20営業日先まで指定でき
ます。
⑤	内部者取引チェック：内部者（インサイダー）取引に該当
する注文ではないことの確認をし、チェックボックスに
チェックを入れてください。

①～⑤の入力が完了しましたら、⑥「注文内容を確認」	
ボタンをクリックしてください。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

画面遷移後に保有している銘柄が	
表示されます。保有銘柄を絞る場合、
プルダウンメニューから銘柄を選択し、
「検索」ボタンをクリックしてください。

表示された明細から売却を行う銘柄
の「売付」ボタンをクリックしてくだ
さい。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

※	表示画面内の銘柄・商品名は一例ですので、実際とは異なる場合があります。

〇〇
〇〇〇〇
〇〇

〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

〇〇〇〇
〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇
〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇〇

〇〇　〇〇〇
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①

③

④
⑤

⑥

②
①
②

③
④

⑤

オンライントレード取引の方法

【買付】銘柄検索

【買付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【買付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【買付】注文完了
注文受付を完了しました。

【売付】保有銘柄・売付注文

【売付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【売付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【売付】注文完了
注文受付を完了しました。

銘柄名（英数・カナ）または銘柄
コードを入力し、「検索」ボタン
をクリックしてください。

注文する銘柄の「買付」ボタンを
クリックしてください。

①	口座区分：「特定口座」または「一般口座」を選択してくだ
さい。
②	注文株数：注文株数を半角数字で入力してください。
③	注文単価：注文単価を現地通貨単位で半角数字で入力
してください。
④	決済区分：円貨か外貨を選択してください。
⑤	内部者取引チェック：内部者（インサイダー）取引に	
該当する注文ではないことの確認をし、チェックボックス
にチェックを入れてください。

①～⑤の入力が完了しましたら、⑥「注文内容を確認」	
ボタンをクリックしてください。

表示された明細から売却を行う銘柄
の「売付」ボタンをクリックしてくだ
さい。

①	注文株数：注文株数を半角数字で入力してください。
②	注文単価：注文単価を現地通貨単位で半角数字で入力
してください。
③	決済区分：円貨か外貨を選択してください。
④	内部者取引チェック：内部者（インサイダー）取引に	
該当する注文ではないことの確認をし、チェックボックス
にチェックを入れてください。

①～④の入力が完了しましたら、⑤「注文内容を確認」	
ボタンをクリックしてください。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

米国株式

※	表示画面内の銘柄・商品名は一例ですので、実際とは異なる場合があります。

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

画面遷移後に保有している銘柄が	
表示されます。保有銘柄を絞る場合、
プルダウンメニューから銘柄を選択し、
「検索」ボタンをクリックしてください。

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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※目論見書の確認が必須です。

①

②

④
⑤

③

①

③

②

④

オンライントレード取引の方法 投資信託

【買付】銘柄検索

【買付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【売付】注文入力
各注文内容を入力ください。

【買付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【売付】注文確認・発注
入力した注文内容を確認してください。

【買付】注文完了
注文受付を完了しました。

【売付】注文完了
注文受付を完了しました。

【売付】売付注文

カテゴリーから検索できます。

取引する銘柄の「目論見書」を	
ご確認のうえ、「買付」ボタンを
クリックしてください。

①	口座区分：「特定口座」または「一般口座」を
選択してください。
②指定：買付単位を指定してください。
③買付金額：半角数字で入力してください。	
④	投資のリスクを理解されていることを確認
し、チェックボックスにチェックを入れて
ください。

①～④の入力が完了しましたら、⑤「注文内容
を確認」ボタンをクリックしてください。

取引する銘柄の「売付」ボタンを
クリックしてください。

①	数量指定：「全部指定」または「一部指定」を
選択してください。
②指定：売付単位を指定してください。
③売付数量：半角数字で入力してください。

①～③の入力が完了しましたら、④「注文内容を
確認」ボタンをクリックしてください。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

「注文照会へ」ボタンから、注文内容
を照会できます。

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

※	表示画面内の銘柄・商品名は一例ですので、実際とは異なる場合があります。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

注文内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンをクリックしてください。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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⑦
⑥
⑤
④
③

②
①

【応募注文】応募確認・注文
入力した注文内容を確認してください。

【応募注文】応募受付完了
応募受付を完了しました。

【応募注文】応募入力
各注文内容を入力ください。

①

③

⑤

②

④

オンライントレード取引の方法 オンライントレード取引の方法定時定額 外国債券

【銘柄検索】 【銘柄検索】

※目論見書の確認が必須です。【新規申込】申込入力
各申込内容を入力ください。

【新規申込】申込確認・申込
入力した申込内容を確認してください。

【新規申込】申込受付完了
申込受付を完了しました。

取引する銘柄の「目論見書」を	
ご確認のうえ、「申込」ボタンを	
クリックしてください。

①適用開始年月：買付開始年月を選択してください。
②	口座勘定区分：勘定区分を選択してください。
③	振替金額(通常月)：半角数字で入力してください。
④振替金額(増額月)：半角数字で入力してください。
⑤増額月1：増額月を選択してください。
⑥増額月2：増額月を選択してください。

①～⑥の入力が完了しましたら、⑦「新規申込」ボタン
をクリックしてください。

「申込照会へ」ボタン
から、申込内容を照会
できます。

「注文照会へ」ボタン
から、注文内容を照会
できます。

通貨を選択してください。

取引する銘柄の「目論見書」を	
ご確認のうえ、「申込」ボタンを	
クリックしてください。

①	口座：「一般口座」または「特定口座」を選択してくだ
さい。
②額面金額：半角数字で入力してください。
③	決済区分：「円貨」か「外貨」を選択してください。
④	投資のリスクを理解されていることを確認し、
チェックボックスにチェックを入れてください。

①～④の入力が完了しましたら、⑤「注文内容を	
確認」ボタンをクリックしてください。

※	表示画面内の銘柄・商品名は一例ですので、実際とは異なる場合があります。 ※	表示画面内の銘柄・商品名は一例ですので、実際とは異なる場合があります。

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

注文内容を確認し、取引
暗証番号を入力のうえ
「新規申込」ボタンを
クリックしてください。

注文内容を確認し、取引
暗証番号を入力のうえ
「注文する」ボタンを
クリックしてください。
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