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ご利用について

推奨利用環境

当社のオンライントレードで動作確認済みのＯＳ・ブラウザはつぎのとおりです。
なお、通信の暗号化方式において、「ＴＬＳ方式」の設定が必要です。

PC

Windows 10 
※タブレットモードを除く

Microsoft Edge110.x
Firefox 110.x
Chrome 110.x

Windows 11
※タッチパネルでの操作を除く

Microsoft Edge110.x
FireFox 110.x
Chrome 110.x

Mac OS 12.x
(Monterey) Safari 15.x

Mac OS 13.x
(Ventura) Safari 16.x

タブレット

iPadOS
(15.x/16.1/16.2/16.3)

標準ブラウザ（Safari）

Android
(8.x/9.0/10.0/11.0/12.0) 標準ブラウザ（Chrome110.x）

スマートフォン

iOS
(15.x/16.0/16.1/16.2/16.3) 標準ブラウザ（Safari）

Android
(8.x/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0)

標準ブラウザ（Chrome110.x）

投資信託の目論見書等の電子交付や取引報告書・取引残高報告書等の
電子交付ではPDF形式のファイルにて内容をご覧いただくため、
ご利用のパソコン等にAdobe Reader等のインストールが必要です。
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オンライントレード利用可能時間

当社のオンライントレードの利用可能時間はつぎのとおりです。

画面利用可能時間 6：00～翌日2：00

各取引時間はつぎのとおりです。

取引所 注文内容 当日注文 翌営業日注文（予約注文）

平日 東証
売買

6：00～15：00 15：35～翌日2：00
訂正・取消

休日 東証
売買

－（当日分の注文不可） 6：00～翌日2：00
訂正・取消

○国内株式

○国内投資信託

取扱商品 注文内容 当日執行 翌営業日執行

平日 株式投信 売買・取消
6：00～

各ファンド注文締時刻

各ファンド注文締時刻～
翌日2：00

休日 株式投信 売買・取消 －（当日分の注文不可）
各ファンド注文締時刻～
翌日2：00

注文内容 翌営業日出金 翌々営業日出金

平日 出金・取消 6：00～15：30 15：30～翌日2：00

休日 出金・取消 －（翌営業日出金不可） 6：00～翌日2：00

○出金

○定期買付（積立投資信託）

契約内容 申込可能時間

平日 申込・変更・取消 6：00～翌日2：00

休日 申込・変更・取消 6：00～翌日2：00

○電子交付サービス（取引報告書・取引残高報告書等）

申込内容 当日受付 翌営業日受付

平日 申込 6：00～19：00 19：00～翌日2：00

休日 申込 －（当日受付分の申込不可） 6：00～翌日2：00

※平日の6：00～19：00に電子交付サービスを申し込んだ場合、当日の取引分から電子交付され、
19：00以降に申し込んだ場合、翌営業日の取引分から電子交付されます。

※平日の20：00以降、及び休日のお手続きは、翌営業日扱いの申込みとなります。
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ロ グ イ ン

画面遷移 九州ＦＧ証券ホームページから「オンライントレードログイン」ボタンをクリック
してください。

上記のURLをブラウザの「お気に入り」に登録すると便利です。
！

ログイン

オンライントレード「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

• 「部店コード」と「口座番号」は、郵送差し上げている「口座開設手続完了のご案内」または「口座開設
および九州ＦＧ証券オンライントレード手続完了のご案内」に記載しております。

• 初回ログインに必要な「ログイン（仮）パスワード」と「取引（仮）パスワード」は、郵送差し上げている
「九州ＦＧ証券オンライントレード手続完了のご案内」または「口座開設および九州ＦＧ証券オンライン
トレード手続完了のご案内」に記載しております。

！

「部店コード」「口座番号」「ログインパスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをク
リックしてください。

①
2

4

3

①部店コード
半角数字で入力して
ください。

②口座番号
半角数字で入力して
ください。

③ログインパスワード
半角英数字（英字は小
文字）で入力してください。

①～③の入力が終わりま
したら、④「ログイン」ボタ
ンをクリックしてください。

「ソフトウェアキーボード」を利用して入
力することもできます。
※小文字で入力してください。
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• 次の場合は、オンラインまたはお取引店店頭にてパスワード再発行手続が必要となります。
1. 「部店コード」「口座番号」「ログイン（仮）パスワード」を記載した「ご案内」等を紛失された場合
2. 「ログインパスワード」「取引パスワード」を連続して『6回』間違えてロックが掛かってしまった場合
3. 「ログインパスワード」「取引パスワード」を失念された場合

• パスワード再発行はオンラインまたはお取引店店頭にてお申込みください。新しい（仮）パスワードを
ご郵送いたします。
●オンラインでのお申込み（操作方法は65ページ「パスワード再発行」をご確認ください。）
ログインパスワードと取引パスワードの双方が再発行されます。

●お取引店店頭でのお申込み
ログインパスワードと取引パスワードの双方、あるいはログインパスワードのみの再発行が可能です。

• 取引パスワードのみの再発行は行えません。取引パスワードのみのロック・失念による再発行手
続中も新しいパスワードがお手元に届くまでオンライントレードにはログインいただけませんので
あらかじめご了承ください。
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初期パスワード変更
初回ログイン時、「ログインパスワード」と「取引パスワード」を
変更します。

項目 設定値 内容

使用可能

桁数
6～16桁 パスワードに設定可能

な最少・最大桁数です。

使用可能

文字

・半角数字
・半角英字（小文字）
・半角記号（「♯」「＋」「－」「.」「/」「：」「_」のみ）

パスワードとして

利用可能な文字です。

設定不能

文字列

・口座番号と同一のパスワード
・ログインパスワードと取引パスワードが同一
・全て英字
・全て数字
・全て記号

利用できない文字の

組み合わせです。

再利用

不可回数
3回

過去3回利用されたも

のと同じパスワードは
利用できません。

初回ログイン時

「ログインパスワード」と
「取引パスワード」は異な
るものを使用してください。

（より安全にご利用いただ
くために、ログイン時のパ
スワードに加えて、お取引
時に入力する「取引パス
ワード」が必要になりま
す。）

！

設定可能なパスワードは下表の通りです。

①～②の入力が終わりま
したら、③「変更」ボタンを
クリックしてください。

①

2

3
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Eメールアドレス登録
Eメールアドレス未登録の場合、Eメールアドレスを登録します。
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「Eメール通知サービス」を選択し
てください。

Eメールアドレス仮登録
Eメールアドレスの仮登録を行います。仮登録後、登録した
Eメールアドレスへ本登録用の『認証キー』を記載した
Eメールが、ただちに送信されます。

各種ご連絡等のために、Eメールアドレスの登録を必須とさせていただいております。
！

①メールアドレス
仮登録するメールアド
レスを入力してください。
（文字数の制限はござ
いません。）

①の入力が終わりました
ら、②「確認画面へ」ボタン
をクリックしてください。

登録内容を確認し、よろし
ければ「取引パスワード」を
入力のうえ、「仮登録」ボタ
ンをクリックしてください。

1
2
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・仮登録したEメールアドレスへ、本登録用の『認証キー』を記載したEメールが届かない場合、
①Eメールアドレスのご登録間違いがないか、②受信フォルダ以外のフォルダ（例えば「迷惑
メールフォルダ」）にEメールが届いていないか、③ご登録のEメールアドレスにおいて、メール
受信拒否設定を行っていないか、等のご確認をお願いします。

・上記③の場合、メールを受信できるように設定をご変更いただいた後に、仮登録していただいた
Eメールアドレスを一旦削除し、再度同じEメールアドレスをご登録いただきますと、本登録用の
『認証キー』を記載したEメールが、ただちに送信されます。

！

Eメールアドレス本登録
仮登録したEメールアドレスへ送信された『認証キー』を
入力し、Eメールアドレスの本登録を行います。

仮登録したメールアドレス
の隣に表示される「本登
録」ボタンをクリックしてく
ださい。

仮登録したEメールアドレ
スへ送信された「認証
キー」を入力し、「本登録」
ボタンをクリックしてくださ
い。
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「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。



電子交付確認
Eメールアドレス本登録後にログインしますと、目論見書等の電子交付に
よる書面交付の確認を行います。
※お取引を含むサービスをお申込みのお客さまのみ。

・「約定通知」等は、最初は「通知しない」設定となっていますので、希望される場合は
「通知する」に変更してください。
・一旦「ログアウト」し、再度ログインしますと、目論見書等の電子交付による書面交付の
確認を行います。その後、お取引が可能になります。

！

一旦「ログアウト」し、
再度ログインしてください。

①「同意確認」をクリックし
ますと「電子交付手続き」
画面が表示されますので、
内容を確認し②「同意す
る」をクリックし、③「次へ」
ボタンをクリックしてくださ
い。

この「目論見書等の電子交付の確認」は投資信託等のお取引にあたって必須のお手続きです。！

3

2

①
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画面遷移

電子交付サービスの申込 （取引報告書・取引残高報告書等）

「取引報告書」や「取引残高報告書」等を電子交付するための手続きです。
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「登録情報照会」⇒「電子交付サービス利用
状況」を選択してください。

取引報告書の電子交付を登録されると、書面による郵送は行われなくなります。

当社では、オンライントレードのお申込みをされるすべてのお客様について電子交付サービス
をご利用いただきます。電子交付サービスを解約される場合は、お取引店へお申し出ください。

！

当日の6：00～19：00までに電子交付サービスを申し込んだ場合は当日の取引分から電子交付さ
れ、19：00以降に申し込んだ場合は翌営業日の取引分から電子交付されます。

電子交付サービスの「申
込」ボタンをクリックしてく
ださい。
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電子交付サービス利用
電子交付された取引報告書等をご覧いただく手順です。
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒ 「電子交付サービス」を選択し
てください。

「電子交付サービス」を選
択いただくと、別ウィンドウ
が開き、お客さまの「電子
ポスト(受信文書の一覧)」
が開きます。
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電子交付サービス申込 利用規約を確認し、電子交付サービスの申し込みを行います。

利用規約を確認し、よろし
ければ同意確認にチェッ
クを入れ、「確認画面へ」
ボタンをクリックしてくださ
い。

「取引パスワード」を入力
のうえ、「申込」ボタンをク
リックしてください。



国内株式注文

国内株式 買付

画面遷移 「取引」⇒「国内株式」⇒「現物注文」⇒「買う」を選択してください。

銘柄検索
検索する銘柄の銘柄名（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。

銘柄名は、あいまい検索
（部分検索）も可能です。

！

表示された明細から買付
を行う銘柄の「現物買」ボ
タンをクリックしてください。
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注文入力 各注文内容を入力ください。

①市場
取引市場を選択してくだ
さい。

②株数
注文株数を半角数字で
入力してください。

③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。
執行条件を付加することも
できます。

④期間
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7営業日まで
指定できます。

⑤預り区分
開設済みの口座に応じて、
預り区分が選択できます。

⑥内部者チェック
内部者（インサイダー）
取引に該当する注文では
ない事の確認をし、
チェックボックスに
チェックを入れてください。

①～⑥の入力が終わりまし
たら、⑦「注文確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

・一度の注文の上限はつぎのとおりです。
【数量・・・5,000単元以内、金額・・・5,000万円以内】

・内部者取引の対象となる場合、オンライントレードでは
ご注文できません。取引店またはフリーダイヤルまで
ご連絡ください。販売手数料の割引（店頭での販売手数料
に比べて50％割引）の対象外とさせていただきます。

！

・NISAでの注文が未約定で残っている場合（株式で、期間を指定した指値注文が残っている
場合等）は、NISAの残り枠を利用した注文には一定の制限がありますのでご留意ください。

・上記制限の対象となった場合、一旦未約定分の注文を取り消すと、新たな注文入力が可能と
なります。

株式買付の未約定注文が残っている場合 NISA枠内で株式の注文入力はできますが、
投資信託の注文入力はできません。

投資信託（一般の買付）の未約定注文が
残っている場合

NISA枠内で投資信託の注文入力はできますが、
株式の注文入力はできません。

投資信託（定時買付＝積立投信）の未約定注文が
残っている場合

NISA枠内で投資信託の注文入力および株式の
注文入力が可能です。

！

①

2

3

4

5

6

7
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1234 ○○○○会社

1234 ○○○○会社

注文発注 入力した注文内容が確認できます。

注文完了 発注した注文内容が確認できます。

注文内容を確認し、よろし
ければ「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。

注文発注後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。
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国内株式 売却

画面遷移

銘柄選択

「取引」⇒「国内株式」⇒「現物注文」⇒「売る」を選択してください。

画面遷移時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、
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。

表示された明細から売却
を行う銘柄の「現物売」ボ
タンをクリックしてください。
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注文入力 各注文内容を入力ください。

①市場
取引市場を選択してくだ
さい。

②預り区分
売却する銘柄の預り区分
が表示されます。

③注文可能数量
売却可能な数量が表示
されます。

④株数
注文株数を半角数字で
入力してください。

⑤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。
執行条件を付加すること
もできます。

⑥期間
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7営業日まで
指定できます。

⑦内部者チェック
内部者（インサイダー）
取引に該当する注文では
ない事の確認をし、
チェックボックスに
チェックを入れてください。

①～⑦の入力が終わりまし
たら、⑧「注文確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

・売却注文数量は、③の注文可能数量まで指定できます。

・内部者取引の対象となる場合、オンライントレードでは
ご注文できません。取引店またはフリーダイヤルまでご
連絡ください。販売手数料の割引（店頭での販売手数料
に比べて50％割引）の対象外とさせていただきます。

！

①
2
3
4

5

6

7

8
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注文発注

注文完了

入力した注文内容が確認できます。

発注した注文内容が確認できます。

注文内容を確認し、よろし
ければ、「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。

注文発注後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。
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国内株式 注文訂正

画面遷移

訂正入力

「取引」⇒「国内株式」⇒「注文照会・訂正・取消」を選択してください。

各訂正内容を入力ください。

・当日注文分の訂正は
6：00～15：00まで
翌営業日の予約注文分
の訂正は15：35～翌日
2：00まで可能です。

・15：00～15：35の間は
訂正手続きはできませ
ん。

！

表示された明細から訂正
を行う注文の「訂正」ボタ
ンをクリックしてください。

「株数」と「単価」の訂正を同時に行うことはできません。
「株数」と「単価」の両方を訂正する場合は、片方ずつ訂正してください。！

①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の入力が終わりましたら、②「注文訂
正確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

①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。執行条件を付加することもできます。
①の入力が終わりましたら、②「注文訂正確
認画面へ」ボタンをクリックしてください。

1

1

2 2

株数を訂正する場合 単価を訂正する場合

18

1234 ○○○○会社 1234 ○○○○会社



訂正完了

注文訂正 入力した訂正内容が確認できます。

訂正した注文内容が確認できます。

訂正内容を確認し、よろし
ければ「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。

注文訂正後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。

注文訂正後は必ず注文照会画面で注文内容を確認してください。

タイミングによっては取引所で受け付けた時点で訂正が間に合わず、注文が約定してしまう場
合があります。

！

19

1234 ○○○○会社

1234 ○○○○会社



国内株式 注文取消

画面遷移

取消確認

「取引」⇒「国内株式」⇒「注文照会・訂正・取消」を選択してください。

取り消す注文内容が確認できます。

・当日注文分の取消は
6：00～15：00まで
翌営業日の予約注文分
の取消は15：35～翌日
2：00まで可能です。

・15：00～15：35の間は
取消手続きはできませ
ん。

！

表示された明細から取消を
行う注文の「取消」ボタンを
クリックしてください。

内容を確認し、よろしけれ
ば「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。

「有効期限付き」の注文入力をされた場合、「有効期限」の変更はできません。
一旦ご注文を取消して、再度新たな有効期限で注文入力を行ってください。

！

20

1234 ○○○○会社

1234 ○○○○会社



取消完了 取り消した注文内容が確認できます。

注文取消後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。

注文取消後は必ず注文照会画面で注文内容を確認してください。

タイミングによっては取引所で受け付けた時点で取消が間に合わず、注文が約定してしまう
場合があります。

！

21

1234 ○○○○会社



国内投資信託注文

国内投資信託 買付

画面遷移
「取引」⇒「国内投資信託」⇒「投信注文」⇒「買う」を選択後、
明細が表示されますので、買い付けるファンドを選択してください。

目論見書 目論見書未交付（未確認）ファンドの場合、目論見書交付画面が表示され
ます。

ファンド名は、
あいまい検索（部分検索）
も可能です。

！

各検索条件で買い付され
たいファンドの絞り込みも
できます。

表示された明細から買付
を行うファンドの「投信買」
ボタンをクリックしてくださ
い。

①目論見書
目論見書リンクをクリックし、PDF

ファイルにて表示される目論見書
の内容を確認してください。

①の確認が終わりましたら、②「同意
する」ボタンをクリックしてください。

1

2

22

○○○○○○ファンド



○○○○○○ファンド

注文入力

注文発注

各注文内容を入力ください。

入力した注文内容が確認できます。

①買付単位
・買付される金額を入力して
ください。
・NISA預りでの買付の場合、
「手数料等を含める」の
チェックを外すことで手数
料を含まない「約定金額
指定」のご注文が可能で
す。
※NISA口座未開設の場
合や無手数料銘柄のお買
付の場合は「手数料等を
含める」のチェックボックス
とその文言は表示されま
せん。

②預り区分
開設済み口座に応じて、
預り区分が選択できます。

①～②の入力が終わりまし
たら、③「注文確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

「特定預り」「一般預り」での投資信託の買付は、手数料等を含
めた「金額指定」のみ可能です。預り区分で「特定預り」や
「一般預り」を選択し、「手数料等を含める」のチェックを外すと
エラーとなります。

！

注文内容を確認し、よろし
ければ「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。

○○○○○○ファンド

1

2

3

23

ファンドの休業日に注文を行う場合はこちらに
「ファンド休業日のため、約定日は、YYYY/MM/DDとなります。」
という注意文言が表示されます。 約定日にご注意ください。

！



○○○○○○ファンド

注文完了 発注した注文内容が確認できます。

注文発注後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。

24



国内投資信託 売却

画面遷移
「取引」⇒「国内投資信託」⇒「投信注文」⇒「売る」を選択後、
明細が表示されますので、売却するファンドを選択してください。

表示された明細から売却
を行うファンドの「投信売」
ボタンをクリックしてくださ
い。

注文入力 各注文内容を入力ください。

①売却方法
ファンドの売却方法（解約）
が表示されます。

②売却可能口数
売却可能な口数が表示され
ます。

③売却単位
売却単位を「金額」「口数」
「全数」から選択し、「金額」
の場合は「売却金額」を、
「口数」の場合は「売却口
数」を入力してください。

④預り区分
売却する銘柄の預り区分が
表示されます。

③～④の入力が終わりまし
たら、⑤「注文確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

1
2

3

4

5
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○○○○○○ファンド



○○○○○○ファンド

○○○○○○ファンド

注文発注

注文完了

入力した注文内容が確認できます。

発注した注文内容が確認できます。

「全数」ではなく「金額指
定」や「口数指定」をされる
場合は、金額および口数
等の内容を十分確認して
ください。

左の画面はサンプル（イ
メージ）です。

！

注文内容を確認し、よろし
ければ「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。

注文発注後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。

26



国内投資信託 注文取消

画面遷移

取消確認

「取引」⇒「国内投資信託」⇒「注文照会・取消」を選択してください。

27

表示された明細から取消
を行う注文の「取消」ボタ
ンをクリックしてください。

内容を確認し、よろしけれ
ば「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。

取り消す注文内容が確認できます。

○○○○○○ファンド



取消完了

注文取消後、「注文照会
へ」ボタンをクリックし、注
文内容を確認してください。

28

取り消した注文内容が確認できます。

○○○○○○ファンド



定期買付（積立投資信託）契約

画面遷移
「取引」⇒「定期買付契約」⇒「投信積立契約申込」を選択後、明細が表示されま
すので、定期買付契約を行うファンドを選択してください。

表示された明細から契約を
行うファンドの「申込」ボタン
をクリックしてください。

定期買付契約の申し込みは、6：00～翌日2：00の間に行えます。

定期買付（積立投資信託）でのお買い付けは、オンライントレードで契約申込みや金額変更等の手
続きをいただいた場合も、販売手数料の割引（店頭での販売手数料に比べて20％割引）の対象外
とさせていただきます。

！

！

29

定期買付 契約申込

ファンド名で契約を行うファ
ンドの絞り込みもできます。
ファンド名は、あいまい検索
も可能です。

！



○○○○○○ファンド

目論見書
目論見書未交付（未確認）ファンドの買付の場合、目論
見書交付画面が表示されます。

①目論見書
目論見書リンクをクリック
し、表示される目論見書
の内容を確認してくださ
い。

①の確認が終わりました
ら、②「同意する」ボタンを
クリックしてください。

○○○○○○ファンド

1
2

30

申込入力 各契約内容を入力ください。

①毎月の積立額
毎月の積み立てる金額を
入力してください。

②毎月の積立日
1日を選択してください。

③特定月の積立額
特定月の積立額を設定され
る場合、入力してください。

④NISA優先
NISA枠で買い付ける場合
チェックしてください。

⑤投信積立規約チェック
目論見書交付を受け、「積立
投資信託取扱約款」を確認
頂きましたらチェックを入れ
てください。

①～⑤の入力が終わりました
ら、⑥「確認画面へ」ボタンを
クリックしてください。

・積立額は証券取引約款集に記載された最低積立金額以上、買付金額単位で入力してください。
・「特定月の積立額」を入力した月はその金額が積み立てられ、入力していない月は「毎月の積立額」
が積み立てられます。 ※「毎月の積立額」と入力した特定月の積立額が合算された金額が積み立て
られるわけではありません。
・「NISA優先で買付する」をチェックされましても、 NISA枠の残りの関係上、 NISAで積み立てられない
場合がございます。
・積立日は毎月1日（1日が休日の場合は翌営業日）となります。積立日までにお手続き（新規・変更・
中止）を行う場合は、積立日の3営業日前までに完了していただく必要があります。

！

1
2

3

4

5

6



○○○○○○ファンド

○○○○○○ファンド

申込確認 入力した申込内容が確認できます。

『九州ＦＧ証券口座振替
サービスの定時定額買付
代金口座振替サービス（以
下「口座振替サービス」）』を
ご利用のお客さまが、お申
込み当月より変更後の積立
額にて預金口座からの口座
振替を実施するためには、
口座振替日（毎月24日）の4

営業日前までの変更お申
込みが必要です。

申込内容を確認し、よろしけ
れば「取引パスワード」を入
力のうえ、「申込」ボタンをク
リックしてください。

31

申込完了 入力した申込内容が確認できます。

申込後、「投信積立契約照
会へ」ボタンをクリックし、

申込内容を確認してくださ
い。



定期買付 契約変更

画面遷移
「取引」⇒「定期買付契約」⇒「投信積立契約照会」を選択後、契約中の明細が
表示されますので、定期買付契約を変更されるファンドを選択してください。

ファンド名は、あいまい検
索（部分検索）も可能です。

！

ファンド名で契約変更を行
うファンドの絞り込みもで
きます。

表示された明細から契約
変更を行うファンドの「変
更」ボタンをクリックしてくだ
さい。

定期買付契約の変更は、6：00～翌日2：00の間に行えます。

32

！



○○○○○○ファンド

変更入力 各契約内容を入力ください。

①毎月の積立額
毎月積み立てる金額を入
力してください。

②毎月の積立日
1日を選択してください。

③特定月の積立額
特定月の積立額を設定さ
れる場合、入力してくださ
い。

④休止期間
積立を休止する期間を設
定される場合、入力してく
ださい。

⑤NISA優先
NISA枠で買い付ける場合、
チェックしてください。

⑥投信積立規約チェック
目論見書を交付し、「積立
投資信託取扱約款」を確
認頂きましたらチェックを
入れてください。

①～⑥の入力が終わりまし
たら、⑦「確認画面へ」ボタ
ンをクリックしてください。

1

2

3

4
5

6

7

33



○○○○○○ファンド

変更確認 変更する契約内容が確認できます。

変更内容を確認し、よろし
ければ、「取引パスワー
ド」を入力のうえ、「申込」
ボタンをクリックしてくださ
い。

34



○○○○○○ファンド

変更完了 変更する契約内容が確認できます。

35

変更後、「投信積立契約
照会へ」ボタンをクリックし、
変更内容を確認してくださ
い。



定期買付 契約取消

画面遷移
「取引」⇒「定期買付契約」⇒「投信積立契約照会」を選択後、契約中の明細が
表示されますので、定期買付契約を取り消されるファンドを選択してください。

ファンド名は、あいまい検
索（部分検索）も可能です。

！

ファンド名で契約取消を行
うファンドの絞り込みもで
きます。

表示された明細から取消を
行うファンドの「取消」ボタン
をクリックしてください。

定期買付契約の取消は、6：00～翌朝2：00の間に行えます。

『定時定額買付代金口座振替サービス（以下、「口座振替サービス」）』をご利用のお客さまが、お申
込み当月より預金口座からの口座振替を停止するためには、口座振替日（毎月24日）の4営業日前
までの取消お申込みが必要です。

！

36

！



○○○○○○ファンド

○○○○○○ファンド

取消確認

「口座振替サービス」をご利
用のお客さまが、口座振替
日（毎月24日）の4営業日前

以降に投信積立契約取消
のお申込みを行った場合、
該当月の買付は実施されま
せんが、預金口座からの口
座振替は変更前の積立額
にて実施されます。（該当月
以降は口座振替が実施さ
れません。）

余分に引き落とされた金額
は、MRF等の残高となりま

す。（別途銀行口座に戻す
等の手続きが必要です。）

取り消す契約内容が確認できます。

取消内容を確認し、よろしけ
れば「取引パスワード」を入力
のうえ、「契約取消」ボタンをク
リックしてください。

37

取消完了 取り消す契約内容が確認できます。

変更後、「投信積立契約
照会へ」ボタンをクリックし、
変更内容を確認してくださ
い。



資 産 状 況

お預り資産

預り資産（前日）
「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「預り資産（前日）」を
選択してください。

前営業日時点での「保有
資産評価」や「預り金・預り
証券」が参照できます。

「預り金・預り証券」は、商
品毎に表示されます。

「預り金・預り証券」を明細
毎に表示する場合は「個
別表示」ボタンをクリックし
てください。

38



各種余力
「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「各種余力」を
選択してください。

邦貨での当日および10営
業日先までの現物取引余
力が表示されます。

スクロールバーを動かす
と適用余力が横スクロー
ルし、先の余力が確認で
きます。

39



各種余力（外貨）
「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「各種余力（外貨）」を選択
してください。

40

スクロールバーを動かすと
適用余力が横スクロール
し、先の余力が確認できま
す。

外貨での当日および10営

業日先までの取引余力が
表示されます。
余力は保有している通貨
分表示されます。



金銭残高 「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「金銭残高」を選択してください。

受渡日での絞り込みもで
きます。

41

指定された受渡日時点の
邦貨での残高および、そ
の期間の取引明細が表示
され、全ての金銭の移動
が参照できます。
※最大過去１カ月の金銭
残高が表示されます。



金銭残高（外貨）
「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「金銭残高（外貨）」を選択して
ください。

明細表示通貨や受渡日で
の絞り込みもできます。

42

指定された受渡日時点の
外貨での残高および、そ
の期間の取引明細が表示
され、全ての金銭の移動
が参照できます。
※最大過去１カ月の金銭
残高が表示されます。



投資状況

投資信託の運用損益

（トータル・リターン）

「資産状況」⇒「投資信託の運用損益」⇒「投資信託の運用
損益」を選択してください。

商品区分の絞り込みや、
商品名による検索もできま
す。

リンク先をクリックします
と、過去のお取引画面
が表示されます。

43

指定された受渡日時点の
残高および、その期間の
取引明細が表示され、全
ての金銭の移動が参照で
きます。

※最大過去１カ月の金銭
残高が表示されます。



過去のお取引

各履歴画面の参照可能期間は下記の通りです。

画面名 参照可能期間

取引履歴 画面 ２４カ月

国内株式注文履歴 画面 １カ月

国内投信注文履歴 画面 １カ月

特定口座譲渡益税履歴 画面 １８カ月

特定口座配当等の履歴 画面 １８カ月

取引履歴 「資産状況」⇒「過去のお取引」⇒「取引履歴」を選択してください。

各検索条件で表示されたい
お取引の絞り込みもできま
す。
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約定した注文、利金・分配
金・配当金、入出金情報
の履歴が表示されます。



国内株式注文履歴
「資産状況」⇒「過去のお取引」⇒「国内株式注文履歴」を
選択してください。

注文日での絞り込みもでき
ます。
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約定・取消・失効した注文
の履歴が表示されます。



国内投信注文履歴
「資産状況」⇒「過去のお取引」⇒「国内投信注文履歴」を
選択してください。

注文日での絞り込みもで
きます。
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約定・取消した注文の履
歴が表示されます。



特定口座譲渡益税履歴
「資産状況」⇒「過去のお取引」⇒「特定口座譲渡益税」を
選択してください。

受渡日での絞り込みもで
きます。
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年初から「源泉徴収あり」
の特定口座で発生した譲
渡益税が表示されます。



特定口座配当等の履歴
「資産状況」⇒「過去のお取引」⇒「特定口座配当等」を
選択してください。

交付日での絞り込みもで
きます。
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年初から「源泉徴収あり」
の特定口座で受け入れた
配当金・分配金の明細が
表示されます。



入 出 金
出金指示

出金指示

出金入力

画面遷移 「入出金」⇒「入出金」⇒「出金指示」を選択してください。

入力した出金内容が確認できます。

出金内容を入力してください。

①出金指示可能金額
②出金指示金額
①の金額範囲で出金指
示金額を入力してください。

③出金先指定口座
出金先の口座情報が表
示されます。

②～③の入力が終わりまし
たら、④「出金指示確認画
面へ」ボタンをクリックしてく
ださい。

当日の15：30までの出金は翌日の午前中に出金先指定口座へ振
り込まれ、15：30以降は翌々営業日の午前中に振り込まれます。

出金内容を確認し、よろし
ければ「取引パスワード」を
入力のうえ、「出金指示」ボ
タンをクリックしてください。

！

1
2
3

4

49



出金完了 入力した出金内容が確認できます。

出金指示後、「入出金照
会へ」ボタンをクリックし、
出金指示内容を確認して
ください。
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出金指示取消

画面遷移 「入出金」⇒「入出金」⇒「入出金照会・取消」を選択してください。

表示された明細から取消
を行う出金指示の「取消」
ボタンをクリックしてくださ
い。

・出金指示取消は出金指示日の15：30まで可能です。
（15：30以降に出金指示した場合は、翌営業日の15：30まで）

！
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取消確認 取り消す出金指示内容が確認できます。

出金内容を確認し、よろし
ければ「取引パスワード」
を入力のうえ、「出金指示
取消」ボタンをクリックして
ください。
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取消完了 取り消す出金指示内容が確認できます。

出金指示取消後、「入出
金照会へ」ボタンをクリック
し、出金指示取消内容を
確認してください。



口 座 情 報
ログイン・取引パスワード変更

画面遷移 「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「登録情報照会」を選択してください。

変更される「ログインパス
ワード」または「取引パス
ワード」の「変更」ボタンを
クリックしてください。

・「ログインパスワード」「取引パスワード」を変更した際に、その旨をお客さまの登録済み
メールアドレス(「メールアドレス1」にご登録いただいたもの）へメールにてご連絡させて
いただきます。

！
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パスワード変更 現在のパスワードと変更後のパスワードを入力してください。

①の入力が終わりました
ら、②「変更」ボタンをク
リックしてください。

項目 設定値 内容

使用可能

桁数
6～16桁 パスワードに設定可能

な最少・最大桁数です。

使用可能

文字

・半角数字
・半角英字（小文字）
・半角記号（「♯」「＋」「－」「.」「/」「：」「_」のみ）

パスワードとして

利用可能な文字です。

設定不能

文字列

・口座番号と同一のパスワード
・ログインパスワードと取引パスワードが同一
・全て英字
・全て数字
・全て記号

利用できない文字の

組み合わせです。

再利用

不可回数
3回

過去3回利用されたも

のと同じパスワードは
利用できません。

設定可能なパスワードは下表の通りです。

1

2
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画面遷移
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「登録情報照会」を選択してください。
画面が遷移したら、「各種サービス利用状況」⇒「ワンタイムパスワードサービス」⇒「申込」を
選択ください。

ワンタイムパスワードサービスの申込

！
・現状のログインパスワードでの認証に加え、ワンタイムパスワードでの認証を行うことで
セキュリティ強化を図ることができます。

・本サービスはスマートフォンご利用のお客さまがお申込みいただけます。ご利用のスマート
フォン端末に「Google Authenticator(Google認証システム)」アプリをダウンロードしていただ
く必要があります。

ワンタイムパスワード
サービスの「申込」を
クリックください。
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取引パスワード認証

「取引パスワード」を入力
のうえ、「認証」ボタンをク
リックしてください。

取引パスワードを入力し、「認証」ボタンをクリックください。
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サービス申込 コード登録 「登録用二次元バーコード」を専用アプリで読み取り、
「次へ」ボタンをクリックください。

Google Authenticator

（Google認証システム）

「登録用二次元バーコード」を
「Google Authenticator

(Google認証システム)」アプリで
読み取り、「次へ」ボタンをクリック
ください。

Google認証
システム

【iPhone】

①設定を開始 ②バーコードをスキャン

【Android】

①使ってみる ②QRコードをスキャン

！
「登録用二次元バーコード」が読み取れない場合や、コード登録するアプリがダウンロード
されている端末でお申し込みする場合は「コード表示」ボタンをクリックし、
表示されたコードを「 Google Authenticator(Google認証システム)」アプリに入力ください。

「アプリダウンロード用二次元
バーコード」を読取り、アプリを
ダウンロードください。
ダウンロード用URLからでもダ
ウンロードできます。
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サービス申込 「ワンタイムパスワード」を入力し、「認証」ボタンをクリックください。

「Google Authenticator(Google

認証システム)」アプリに表示され
た数字を入力し、「認証」ボタンを
クリックください。

登録用二次元バーコードを読取っ
てから５分以内に操作をしないと
エラーになります。
エラーとなった場合は再度、ワン
タイムパスワードサービスをお申
込みください。

！
・お使いのパソコンやスマートフォンで「パスワードを引継ぐ」等の設定をされていますと、ログ
インパスワードがワンタイムパスワード画面に引き継がれることがあります。その際は一旦消
去し、 Google Authenticator(Google認証システム)に表示された数字を入力してください。

・ワンタイムパスワードアプリを登録していた端末の機種変更をおこなった場合や、紛失した
場合はワンタイムパスワードの初期化をおこないますのでフリーダイヤル（0120-397-180）ま
でご連絡ください。
・ワンタイムパスワードの初期化をおこないますと、複数端末でワンタイムパスワードアプリを
利用していた場合、すべての端末からの利用ができなくなります。その際は端末ごとに最初か
らコード登録をしていただく必要がございます。

次回以降のログイン 通常のログイン後、「ワンタイムパスワードを入力し、「認証」
ボタンをクリックください。

通常のログインをしてください。
部店コード
口座番号
ログインパスワード

「Google Authenticator(Google認
証システム)」アプリに表示された数

字を入力し、「認証」ボタンをクリック
ください。

Google認証
システム

専用アプリ
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画面遷移
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「登録情報照会」を選択してください。
画面が遷移したら、「各種サービス利用状況」⇒「ワンタイムパスワードサービス」⇒「利用停止」
を選択ください。

ワンタイムパスワードサービスの利用停止

「利用停止」ボタンを
クリックください。

「Google Authenticator(Google

認証システム)」アプリに表示された
数字を入力し、「認証」ボタンをク
リックください。

Google認証
システム

！
・利用停止をしますと、複数端末でワンタイムパスワードアプリを利用していた場合、
すべての端末からの利用ができなくなります。
・利用停止後に再度ワンタイムパスワードを申込をすることは可能です。
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メールアドレス登録

Ｅメールアドレス登録
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「Ｅメール通知サービス」を
選択してください。

登録・変更されるメールア
ドレスの「仮登録」あるい
は「変更」ボタンをクリック
してください。

「削除」ボタンをクリックしま
すと、「仮登録」「変更」を取
り消せます。

仮登録中・変更中のメールアドレスには「削除」ボタンが表示され、仮登録・変更の
取消ができます。

（仮登録中のメールアドレスを削除しますと仮登録されているメールアドレスが削除さ
れ、変更中のメールアドレスを削除しますと変更前のメールアドレスに戻ります。）

！
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Ｅメールアドレス仮登録

Ｅメールアドレス本登録

Ｅメールアドレスの新規登録時または変更時は仮登録を行います。仮登
録後、登録したＥメールアドレスへ本登録用の『認証キー』が送信されます。

仮登録したＥメールアドレスへ送信された『認証キー』を
入力し、Ｅメールアドレスの本登録を行います。

①メールアドレス
仮登録するメールアドレ
スを入力してください。
（文字数の制限はござい
ません。）

①の入力が終わりました
ら、②「確認画面へ」ボタン
をクリックしてください。

登録内容を確認し、よろし
ければ「取引パスワード」
を入力のうえ、「仮登録」ボ
タンをクリックしてください。

「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。

仮登録したメールアドレス
の隣に表示される「本登
録」ボタンをクリックしてく
ださい。

仮登録したＥメールアドレ
スへ送信された「認証
キー」を入力し、「本登録」
ボタンをクリックしてくださ
い。

1
2
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Ｅメール通知サービス変更

Ｅメール通知サービス選択
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「Ｅメール通知サービス」を
選択してください。

各通知サービスの隣に表
示される「設定変更」ボタ
ンをクリックしてください。
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通知内容を確認し、よろし
ければ「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。

63

Ｅメール通知サービス変更

各通知サービスの通知状
況を変更し、「確認画面へ」
ボタンをクリックしてくださ
い。

・国内株式約定通知 ： 発注している注文が約定すると、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。

・ログイン通知 ： ログインが成功した際に、登録されたＥメールアドレスへ通知されます。

・出金通知 ： 出金が成功した際に、登録されたＥメールアドレスへ通知されます。

！

各通知サービス通知状況を変更してください。

「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。



電子交付サービスの申込（取引報告書・取引残高報告書等）

画面遷移
「取引報告書」や「取引残高報告書」等を電子交付するための手続きです。
「口座情報」⇒「お客様情報」⇒「登録情報照会」を選択してください。

【電子交付サービスでご覧いただける主な書類】

「取引報告書」、「取引残高報告書」、「分配金・配当金・償還金のご案内」
「譲渡損益明細」、「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」等

【電子交付サービスではなく、郵送でお届けする主な書類】

「（投資信託の）運用報告書」等

・以降のお手続きは、本マニュアルの10ページをご覧ください。

・電子交付された取引報告書、取引残高報告書等は、過去5年分、閲覧が可能です。

！

電子交付サービスの
「申込」ボタンをクリック
してください。
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そ の 他
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画面遷移

パスワード再発行

「詳細はこちら」をクリックして
ください。

ログイン画面下部「パスワード再発行はこちらからお申込みください。」の
「詳細はこちら」をクリックしてください。

 次の場合は、オンラインまたはお取引店店頭にてパスワード再発行手続が必要となります。
1. 「部店コード」「口座番号」「ログイン（仮）パスワード」を記載した「ご案内」等を紛失された場合
2. 「ログインパスワード」「取引パスワード」を連続して『6回』間違えてロックが掛かってしまった場合
3. 「ログインパスワード」「取引パスワード」を失念された場合

 パスワード再発行はオンラインまたはお取引店店頭にてお申込みください。新しい（仮）パスワードをご
郵送いたします。
・オンラインでのお申込み
ログインパスワードと取引パスワードの双方が再発行されます。
・お取引店店頭でのお申込み
ログインパスワードと取引パスワードの双方、あるいはログインパスワードのみの再発行が可能です。

取引パスワードのみの再発行は行えません。取引パスワードのみのロック・失念による再発行手
続中も新しいパスワードがお手元に届くまでオンライントレードにはログインいただけませんので
あらかじめご了承ください。

！



新しいパスワードはご登録住所宛てに
簡易書留にてお届けいたします。必ず期限
内にお受取りください。郵便物をお受取り
いただけず、お客さまの所在不明の場合、
お取引きを制限させていただく場合がござ
います。
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！

パスワード再発行

①
2

4
3

①部店コード
半角数字で入力してください。

②口座番号
半角数字で入力してください。

③お名前（全角カナ）

全角カタカナで入力してくだ
さい。

④ご生年月日

半角数字で入力してください。

⑤お電話番号（半角数字）
半角数字で入力してください。

⑥郵便番号

半角数字で入力してください。

①～⑥の入力が終わりました
ら、⑦「申込」ボタンをクリック
してください。

登録の「部店コード」「口座番号」「お名前」「ご生年月日」「お電話番号」「郵便番号」
を入力し、「申込」ボタンをクリックしてください。

5
6

7



お気に入りメニュー登録

画面遷移 画面左下の「お気に入りメニュー」をクリックしてください。
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画面左下の「お気に入りメ
ニュー」をクリックしてくださ
い。

・お気に入りメニューは登録可能な画面の左下に常に表示します。お気に入りメニューを
クリックすると登録済のメニューが表示され、そこから選択した画面に直接遷移できます。

・お気に入りメニューへの登録は最大１８件です。

！



登録方法１ 「お気に入りメニュー」から登録します。
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「編集」ボタンをクリックし
てください。

「追加」ボタンをクリックし
てください。

追加した内容を確認し、
「確定」ボタンをクリックし
てください。

「ＯＫ」ボタンをクリックして
ください。



登録方法２ 「お気に入り登録ボタン」をクリックすることにより登録します。
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お気に入り登録したい画
面を開き、「お気に入り登
録」ボタンをクリックしてく
ださい。

「ＯＫ」ボタンをクリックして
ください。



お気に入りメニュー削除

画面遷移 画面左下の「お気に入りメニュー」をクリックしてください。
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画面左下の「お気に入りメ
ニュー」をクリックしてくださ
い。

「編集」ボタンをクリックし
てください。

削除 「お気に入りメニュー」から対象メニューを削除します。

「削除」ボタンをクリックし
てください。

「ＯＫ」ボタンをクリックして
ください。
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削除した内容を確認し、
「確定」ボタンをクリックし
てください。



オンライントレードに関する留意事項

♦投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面は、購入の際にＰＤＦファイルにて閲覧いただけます。
当社は、投資信託説明書（交付目論見書）等のファイルをお客さまのパソコンにて閲覧いただく方法により電子
交付を行います。この電子交付を受けることにより、投資信託のお取り引きが可能となります。
♦当社は、お客さまの投資についての知識・経験・目的および資産の状況等を踏まえ、お取り引きをお断りさせ
ていただく場合や営業店窓口でのご相談をご案内する場合があります。

電子交付サービス（取引報告書・取引残高報告書等）に関する留意事項

♦電子交付サービスは、携帯電話（スマートフォンを除く）でのご利用はできません。
♦電子交付サービスでは、「取引報告書」等をＰＤＦ形式のファイルにてご覧いただくため、ご利用のパソコンに

Adobe Reader等のインストールが必要です。
♦電子交付サービスでお届けした通知物は、オンライントレードログイン後、「口座情報」→「（お客さま情報）電子
交付サービス」→「電子ポスト」でご覧いただけます。
♦年間取引報告書は、オンライントレードログイン後、「口座情報」→「（お客さま情報）電子交付サービス（年間取
引報告書等）」でご覧いただけます。
♦オンライントレードを解約された場合は、電子交付サービスもあわせて解約となり、すでに電子交付された書類
についてもご覧いただけなくなります。
♦Ｅメールの受信制限を設定されている場合は、「＠kyushu-fg-sec.co.jp」からの受信ができるよう設定を行って
ください。

ご注意いただきたいこと

♦九州ＦＧ証券で取り扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、九州ＦＧ証券が元
本を保証するものではありません。
♦九州ＦＧ証券で取り扱う商品は、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。
♦九州ＦＧ証券で取り扱う商品は、金利・為替・株式市場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の
状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取り引きによる損失はお客さま
ご自身に帰属します。お取り引きは、お客さまご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いします。
♦九州ＦＧ証券で取り扱う商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代
金に対して最大1.21％（税込み）・最低2,750円（税込み）の売買手数料、投資信託の場合は銘柄毎に設定さ
れた販売手数料およ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。
♦商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書
面、目論見書等をよくお読みください。
♦九州ＦＧ証券で取り扱う商品のお取り引きは、クーリング・オフの対象にはなりません。
♦お客さまの有価証券等は九州ＦＧ証券に開設された口座でお預りのうえ、九州ＦＧ証券の資産とは分別して保
管されますので、九州ＦＧ証券が破綻した際にも九州ＦＧ証券の整理・処分等に流用されることはなく、原則と
して全額保護されます。万一、一部不足が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投
資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。
♦九州ＦＧ証券においてお取り引きされるか否かが、お客さまと肥後銀行・鹿児島銀行の預金・融資等他のお取
り引きに影響を与えることはありません。また、肥後銀行・鹿児島銀行での預金・融資等のお取り引き内容が
九州ＦＧ証券でのお取り引きに影響を与えることはありません。
♦お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
♦当資料は九州ＦＧ証券が作成した資料です。
♦当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するもので
はありません。

○お問い合わせは、お近くの九州ＦＧ証券の窓口へ

商 号 ： 九州ＦＧ証券株式会社
金融商品取引業者 ： 九州財務局長（金商）第18号
加 入 協 会 ： 日本証券業協会

【金融商品仲介を行う登録金融機関】

商 号 ： 株式会社肥後銀行
登録金融機関 ： 九州財務局長（登金）第3号
加 入 協 会 ： 日本証券業協会

商 号 ： 株式会社鹿児島銀行
登録金融機関 ： 九州財務局長（登金）第2号
加 入 協 会 ： 日本証券業協会


