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～便利な携帯新サービス：kabuアプリのご紹介～ 
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ご注意・ご案内 

・証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込
む恐れがあります。お取引の際は、約款・規定集、契約締結前交付書面、投資信
託説明書（交付目論見書）、お取扱商品の重要事項の説明等をよくお読みいただき、
商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、銘柄選択、投資時期、投
資スタイル等、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください。 

・信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・有価証券オプション・海外指数先
物取引は、保証金または証拠金 以上のお取引が可能であるため、保証金または
証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限
を越えての お取引はできません。 

お取引に際しては、信用取引・指数先物取引 ・指数オプション取引・有価証券オプ
ション・海外指数先物取引の契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性
やお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を
行ってください。 

・信用取引における委託保証金率は30％であり、差し入れた保証金の最大約3.3

倍のお取引が可能です。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ
（ http://kabu.com/service/rule14.asp ）をご確認ください。 

・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ご
とSPANによる先物オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金の
額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく明
記することができません。 

・日経平均VIは相場急変時に急上昇する特性があり、日経平均VI先物取引の売方
は、その損失が株価指数先物取引と比較して非常に大きくなる恐れがあります。 

・詳細および最新情報は当社ホームページ（ http://kabu.com/ ）にてご確認ください。 

  

◆ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら 

→ http://kabu.com/info/escapeclause.asp 

◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口） 

 → 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

電話：0120－64－5005 

  

カブドットコム証券株式会社 

金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号 

銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 

http://kabu.com/service/rule14.asp
http://kabu.com/
http://kabu.com/info/escapeclause.asp
http://kabu.com/info/escapeclause.asp
http://kabu.com/info/escapeclause.asp
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 kabuアプリの機能紹介  

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ 

⑦kabu.com投資情報室や、 

ロイター、株式新聞速報ニュース、 

先物オプションニューの閲覧など 

多彩な情報をご提供します。  

【Ｐ8 】 

①現物、信用、先物オプション取引が、 

自動売買を使って、お取引できます。 

kabu.comPTSにも対応してるため、 

多彩な投資情報を元に、外出先からも 

売買のタイミングを逃すことなく、お取引が 

可能です。詳しくは【Ｐ11～20 】 

④投資情報では、各指数の 

確認や、ランキング、個別 

銘柄、先物オプション取引の 

建玉検索が可能です。 

先物オプションの板情報や 

チャートはこちらからどうぞ。 

複数のチャートをそれぞれ 

異なるテクニカル指標で 

分析して見ることもできます。 

⑤パソコンのカブボードで 

登録した銘柄がそのまま 

ご覧いただけます。 

また、株価や、四季報情報、 

決算情報などを見ることも 

できます。 【Ｐ9 】 

②注文約定照会や、残高照会画面を一覧で 

ご覧いただけます。保有残高をひとめで 

確認できるので、資産管理が簡単です。【Ｐ13 】 

⑧「お客さまへのお知らせ」や「約定 

通知」、「入金通知」が確認できます。 

【Ｐ7 】 

⑨パソコンにてご覧いた 

だけるものと同じ、Ｑ＆ 

Ａをご覧いただけます。 

選択いただきますと、 

kabu.com携帯サイトへ 

すすみます。【Ｐ24 】 

⑥自動ログイン設定や、 

売買パスワード省略設定 

などが可能です。 

【Ｐ7】 

③入金/出金の依頼や取消が 

できます。また、必要入金額も 

こちから確認できます。 

【Ｐ21～22 】 

kabuアプリは、当社のパソコンサイトでご利用いただける各種サービスを、携帯電話の 
アプリサービス向けにご用意したもので、kabu.com投資情報室や会社四季報、チャート 
などの投資情報を元に、現物株式、信用取引、先物オプション取引を自動更新した画面で 
行っていただく事ができます。パソコンをチェックできない外出先などからもお取引が可能 
ですので、投資の幅が広がります。 
kabu.com携帯サイトからダウンロードしてご利用ください。 
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基本キー操作方法 

kabuアプリでは上下左右キーや機能キー、数字キーをお使いいただくことによって 
素早い操作、お取引が可能です！ 

 

右メニューキー 

画面右下に表示しているメニューに 

対応するキーです。 一度右メニュー 

キーを押すと、一覧が表示されます 

ので、上下キーで選択して決定キー 

で動作を確定させます。 
 

左メニューキー 
画面左下に表示している 
メニューに対応するキーです。 

決定キー（十字の中心） 
選択されたメニューを確定 
する時に利用します。 

左右キー 
リストボックスで左右キーを利用 
します。（※1） 

数字キー/日本語入力 

銘柄コード、株数(枚数)入力 

は入力欄にカーソルがある 

状態で直接数字を入力 

します。（※2） 

＊＃キー 

TOPIX先物、ミニTOPIX先物の 
注文画面で小数点を入力すると 
きに使います。 

（※1）「預り区分」「数量」「注文期限」などの［▼］［－］［＋］を 
左右キーで操作し、入力することもできます。 

（※2）上下左右キーと決定キーを使用し 
なくても、数字を入力して画面を進むことも 
できます。 

上下キー 

選択されたプルダウンを 

上下キーで選択し、ニュース、 

カブボードで項目を上下する 

時に利用します。 
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kabuアプリのアクセス方法・ログイン方法のご案内 ① 

kabu.com携帯サイトから、お客様ページへログインする前の画面を表示させ、アプリメニューより、 
ダウンロードを行ってください。ダウンロードは無料です。ダウンロードが完了いたしますと、 
以下の様なログイン画面が表示されます。    

◆NTTドコモ kabuアプリへのアクセス方法 

［STEP1］ iMenu → [2]メニュー/検索 → 証券/カード/マネー/保険 → kabu.com証券  

［STEP2］ ｉアプリから「kabuアプリ」をダウンロード 

 

［STEP1］の操作でkabu.com携帯サイトへアクセスしていただくか、または携帯電話のアクセスＱＲ
コードを読み取り機能を利用して、以下のコードを読み取りkabu.com携帯サイトへアクセス 

してください。 

     ～ＮＴＴドコモ用ＱＲコード～ 

◆au携帯 kabuアプリへのアクセス方法 

［STEP1］トップメニュー → カテゴリ（メニューリスト） → 証券・カード・保険 → 証券 → 「kabu.com」  

［STEP2］EZアプリから「kabuアプリ」をダウンロード 

 

［STEP1］の操作でkabu.com携帯サイトへアクセスしていただくか、または携帯電話のアクセス 

ＱＲコードを読み取り機能を利用して、以下のコードを読み取りkabu.com携帯サイトへアクセス 
してください。 

 

◆ SoftBank携帯 kabuアプリへのアクセス方法 

［STEP1］メニューリスト → 証券・カード・保険 → 証券 → kabu.com証券  

［STEP2］S！アプリから「ｋａｂｕアプリ」をダウンロード 

 

［STEP1］の操作でkabu.com携帯サイトへアクセスしていただくか、または携帯電話のアクセス 

ＱＲコードを読み取り機能を利用して、以下のコードを読み取りkabu.com携帯サイトへアクセス 

してください。 

 ～au用ＱＲコード～ 

 ～SoftBank用ＱＲコード～ 
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kabuアプリのアクセス方法・ログイン方法のご案内 ② 

Kabuアプリのダウロードが完了すると、ログイン画面が表示されますので、 

パソコンでご利用いただいｔえ  
kabuアプリのダウンロードが完了すると、ログイン画面が表示されますので、パソコンで使用している 
ものと同じ口座番号とパスワードを入力してログインを行ってください。 

「次回から自動ログインを行う」にチェック
していただくと、次回から口座番号・ 

パスワードを入力せずにログインが 

可能になります。 

チェックを入れていただくことでログイン
操作が簡単になり、お取引画面までの 

アクセスを素早く行っていただく事が 

できます。 

 

「お知らせ」をクリックすると、 

「お客さまへのお知らせ」項目から 

約定通知や入金通知を一目で 

確認できて便利です。 
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kabuアプリ自動更新設定を自由にカスタマイズ！ 

自動ログイン・パスワードの省略・自動更新の設定を自由にカスタマイズすることができます！ 
 

「設定」＞各種設定から、注文に際に
入力するパスワードの省略設定が 

可能です。 

ご注文を発注する度にパスワードを 

入力する手間が省けます。 
※初期は自動更新「しない」設定となって 

おります。 

 

「設定」＞各種設定から、自動
ログインの設定を変更すること
もできます。 

・更新間隔は「3秒～600秒 

（10分）」の1秒刻みで設定が
可能です。 

・時価更新が有効となる時間
帯を設定することができます。 

自動更新をするか、自動更新をしない
か設定することができます。 

※アプリの利用には、別途通信料がか
かります。パケット定額サービスのご利
用をお勧めします。 

※アプリの利用には、別途通信料が
かかります。 

パケット定額サービスのご利用をお勧
めします。 
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最新ニュースが丸ごとチェックできます 

【ご覧いただけるニュース一覧】 

 

・株式新聞ニュース 

・ロイターニュース 

・kabu.com投資情報室 

・先物オプションニュース 

kabu.com投資情報室、ロイターニュース、株式新聞ニュース、先物オプションニュースも、 

kabuアプリでチェックできます！外出先からも相場動向をチェックしながらお取引が可能です。 

また、取引所取引が終了した後に発表される決算情報や、ニュースを見てkabu.comPTSで 

ナイト・トレードする際の情報源としても活用できる点も魅力的です。 

｢ニュース｣を選択！ 

気になる見出しを 

クリックすると詳細を 

ご覧いただけます。 

選択したニュースの詳細
画面です。 
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《会社四季報》も手軽にチェックできる！ 

今までのアプリはログインの度に、口座番号とパスワードを入力しなければログインが出来ませ
んでしたが、ログイン画面にて自動ログインの設定をすれば、次回から入力の手間が省けて、簡
単にログインできるようになりました。  

《会社四季報》の内容も閲覧可能です。会社概要、決算情報、株主優待もいつでもチェック！ 
なかなか忙しくて、普段はパソコンで会社四季報をチェックする時間が無いという方でも、 
外出中の空き時間に見ることが出来るので、時間を有効活用していただく事ができます。  

携帯電話左右のキーで切り替え 

見たい銘柄にカーソルを 

合わせて、｢機能」ボタンから
｢会社情報｣を選択 

カブボードを選択！ 
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投資情報にランキングも追加！ 

50位までチェックできる！ 

■市場 

全市場、東証（1部・2部）、東証マザーズ、大証（1部・2部）、

名証、ジャスダック、ヘラクレス、福岡、札幌からご選択いた
だけます。 

■ランキング種別 

値上り率、値下り率、売買高、売買代金、売買高急増 

からご選択いただけます。 
※自動更新しません。 

先物・オプションの一覧に
進むことができます。 
※自動更新します。 

日経平均、TOPIX、日経225などの
指数を一覧でご覧いただけます。 
※自動更新はいたしません。 

銘柄名、もしくは銘柄コードから
銘柄を検索することができます。 

① 

② 

③④ 

⑤ 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 
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カブボードが180銘柄まで閲覧可能に！ 

銘柄を選択し、携帯電話の決定ボタンを押すと、
気配が表示されます（ ※自動更新）。 

携帯電話の上下キーで8本気配まで表示。 

最大10ボードまで選択が可能！ 

携帯電話の数字キー（1～5）をク
リックするだけで、パソコンで登録
した銘柄と同期することができま
す！ 

自動更新！ 

気配が表示されている状態で
携帯電話の決定ボタンを押す
と、チャートが表示されます。 

P14へ 
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気配フラグ対応表 

表示 内容 解説 

I 板寄せ 
取引開始前に板に注文を表示させ、売りと買いの数量が一致するまで値段を 
上下させ、一致したところで単一の値段を決定する 

P 中断 注文の集中などにより、取引が一時中断されていること 

C 売買停止 重要情報を周知するため、取引が停止されていること 

D 売買停止解除 売買停止が解除された後に、解除後の約定がまだないこと 

S システム停止 障害により正しい情報を提供できていないこと 

R システム停止解除 システム停止が解除されたこと 

A 
サーキットブレーカー 
実施中 

過度の変動や先行を抑え、投資者の不安心理を鎮め、証券取引所が一定の 
ルールに基づいて発動する、取引の一時中断措置のこと 

B 
サーキットブレーカー 
解除中 サーキットブレーカーが解除されたこと 

E 終値入力 終値のこと 

RK 一時留保解除 一時留保状態が解除されたこと 

R 売買中断解除 売買中断が解除されたこと 

RR 一時留保中 
過誤のある注文及びその疑いのある注文が入力された場合、 
売買を一時留保し注文内容について確認を行うこと 

表示 内容 解説 

・ 一般気配 最も低い売り指値注文及び最も高い買い指値注文を示す気配 

特 特別気配 
注文状況が売りまたは買いの一方に片寄った場合に価格の継続性維持の 
観点から、取引所が当該注文状況を考慮して表示する気配 

注 注意気配 

直前の約定値段より一定幅以上乖離した注文が発生した場合に、 
価格の継続性維持の観点から、当該注文値段以外の値段で表示する気配 
＊売買いずれかの一方のみ 

前 寄前気配 
始値決定前などにおいてもっとも低い売り注文及び最も高い買い注文を 
示す気配 

T 停止前特別気配 
特別気配時に一時停止となり、そのまま取引所が終了した時に初めて 
有効となる特別気配 

引 引け後気配 当日取引終了時点で約定値が存在する時に発生した一般気配 

連 連続約定気配 
急激な価格変動を抑止するため、直前の約定値段からと取引所が適当と 
認める値幅を超えて買い上がる/売り下がる場合に表示する気配 

R 停止前の連続約定気配 
連続約定気配時に一時停止となり、そのまま取引が終了した時に初めて有効と 
なる連続約定気配 

＜最優良気配＞ 

＜現値ステータス＞ 
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豊富なテクニカル情報をいつでもチェック！ 

今までのアプリはログインの度に、口座番号とパスワードを入力しなければログインが出来ませ
んでしたが、ログイン画面にて自動ログインの設定をすれば、次回から入力の手間が省けて、簡
単にログインできるようになりました。  

テクニカル分析ツールも多彩にご用意しました。複数のチャートを同時に表示する事が出来る 

ので、様々な角度から分析していただけます。カラーチャートなのも見やすく魅力的です。 

｢詳細｣ウィンドウを左右キーで切り替えると 
テクニカルチャートをご覧いただけます。 
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 アプリから直接注文が可能！① ～一般的な発注編～ 

                          

・画面をスクロールしなくても入力できるので見やすりなりました！ 

・自動売買に対応 

・kabu.comPTSに対応  

注文を出してみましょう。        
左上の「お取引」を選択します。 

取引をしたい項目を選びます。 
今回は現物取引を選びます。 

銘柄コード、もしくは銘柄名を入力し、
「検索」をクリックします。 

今回はトヨタ自動車（7203）株を例に 

挙げてご案内いたします。 

数量や執行条件（ここでは「成行」を 

選択）を入力し、注文内容を確認し、 

「確認画面」を選択します。 

注文内容を確認し、パスワードを
入力して発注します。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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アプリから直接注文が可能！② ～自動売買編～ 

 自動売買を利用した際の注文方法 

逆指値やＷ指値、Ｕターン注文などの自動売買を利用する場合の発注操作方法をご説明します。 

今こちらでは、現物株式の注文時に逆指値を選択した場合をご説明しておりますが、信用取引や 

先物オプション取引も同じ操作方法になります。 

左上の「お取引」を選択。 

 

取引したい項目を選びます。 
 今回は現物取引を選択します。 

 

 
銘柄コード、もしくは銘柄名を入 
力し、「検索」ボタンを押します。 

 

パスワードを入力、 「注文」ボ 
タンを押したら発注完了です。 

 

 
 それぞれ条件を入力し 

「確認画面へ」を押します。 

 

 

 

 
市場、数量を入力し「逆指値」を 

選択し、「次へ」を押します。 

 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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保有残高は一覧表示をして、一目で確認ができます。 

保有しているものを確認しながら、売却注文画面へもボタン一つで進めるので、 
急な相場変動にもタイミングを逃すことなく売却できます。 

「資産管理」＞残高照会＞銘柄検索にて、保有残高の全てを 

一度に表示させる場合は「全件表示」を、特定の銘柄の状態 

のみ確認したい場合は、銘柄コードから検索ください。 

 
～このページでは現物株式残高を確認した状態で表示しております～ 

～残高の状況を確認しながら、スムーズに売注文が可能です～ 

※ポイント※ 

残高一覧画面から、売却したい銘柄を反転させて 

「売却」ボタンを押すと「現物売注文」画面が表示 

されます。 

キー操作により、
表示単価を切
替えることがで
きます。 
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kabuアプリなら先物・オプション取引にも対応！① 

kabuアプリは先物・オプション取引に対応しています。外出先でパソコンが見られなくても、 

売買のタイミングを逃すことなく、いつでもお好きな時にお取引が可能です！ 

 

先物新規建玉方法  「お取引」＞[5]先物新規 または、投資情報＞[3]先物銘柄検索 

～お取引メニューからの注文～ 

①「お取引」から[5]先物新規を選択 

 

②「先物一覧」にて、希望の限月を選択 

（限月は画面上部にある年月の項目で変更できます。） 

 

③先物新規注文画面が表示されたら、市場・売買・ 

 数量・条件有効期限など注文に必要な情報を入力 

 

④「確認画面へ」ボタンを押す 

 

⑤「先物新規確認」画面にて、注文の内容を確認 

 

⑥パスワード項目へ入力のうえ「注文」ボタンを押す 

（売買パスワード省略は「設定」メニューから可能です。） 

～投資情報メニューからの注文～ 

①「投資情報」から先物銘柄検索を選択 

 

②次の画面で、希望の商品を選択 

 

③板情報が表示されたら、｢機能」」ボタンを押す 

（※決定キーを押す事でチャートが表示されます。） 

 

④表示されたメニューから新規注文を押す 
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kabuアプリなら先物・オプション取引にも対応！② 

 注文画面操作方法のご案内 

①取引をしたい限月と市場を左右キーを使って選択 

します。 

 

②取引をしたい先物をピンク色に反転させ、決定キーを 

押下します。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

自動売買の発注操作方法については、 

P29ページをご覧くださいませ。 

③取引区分を入力します。（買い新規、売り新規） 

 

④注文数量を入力します。（単位：枚） 

 

⑤執行条件を選択します。 

 

⑥注文期限を入力します。 

（当日含め、ＳＱ日を除いた3週間先まで選択可能で
す） 

 

⑦Ｕターンやリレー注文を行う場合は、特殊条件を 

選択します。 

 

⑧「次へ」を選択します。 

 

⑩確認画面にて内容を確認のうえ、パスワードを 

入力して注文が完了します。 
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kabuアプリなら先物・オプション取引にも対応！③ 

 建玉明細を指定して返済する方法 

左上の「お取引」を選択 

 

 返済したい項目を選択。 
 今回は先物取引を選びました 

 

一覧から選択する場合は 
｢全件｣を選択 

返済したい建玉を選び、 
｢決定キー｣を押す 

 

明細から建玉を選び 
｢決定キー｣を押す 

 

 

数量を入力し、｢OK｣を押す 
 

【③ポイント】現物株式の売り、信用・先物の返済で明細が少ない場合は「全件」を選択下さ
い。 明細が多く、目的の明細を見つけるまでに時間が掛かる場合は、「全件」ではなく、 銘
柄、先物、オプションの場合は「限月」で絞込みを行うと便利です。 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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kabuアプリなら先物・オプション取引にも対応！③ 

｢機能ボタン｣を押し、｢返済を 
選び、｢決定キー｣を押す 

 

建玉を選び ｢決定キー｣をし、 
数量や執行条件を入力 

 

今回は、先物取引の建玉を明細指定して返済する方法を 

ご案内しましたが、先物取引以外にも、オプション取引や、 

信用取引の返済注文を行う際も、建てた単価の異なる建玉を、 

複数の明細の中から選択して返済することが可能です。 

 

確認画面でパスワードを 
入力して「注文」を押す 

 

⑦ ⑧ ⑨ 
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注文の訂正/取消方法 ① 

①「資産管理」を選択 

 

②訂正をおこないたい種類の注文約定照会を選択 

kabuアプリから発注されたご注文はもちろんのこと、パソコンから発注された注文の 
訂正や取消もkabuアプリから行っていただけます。外出先からkabuアプリで相場状況 
をチェックしたうえで、注文内容を変更した際などにお役立てください。 
 
※訂正/取消可能なご注文：現物取引・信用取引・先物取引・オプション取引 

③注文依頼中の注文をすべ表示させる場合は「全件」 

ボタンを、訂正したい銘柄だけに的をしぼって表示させる 

場合には、「銘柄」と「限月部分」からご希望のものを 

選択して「実行」を選択 

 ～注文の訂正方法～ 

① 

② 

③ 

（ここでは先物取引を訂正したいので、 

「注文約定照会先物」を選択しましたが、 

現物の場合には「注文約定照会現物」を、 

信用取引の場合には「注文約定照会信用」 

を選択してください。） 

 

このページでは先物取引の画面を使って 

ご説明しておりますが、現物株式や信用取引の
場合には、銘柄コードを入力して検索を 

行っていただけるようになっております。 
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注文の訂正/取消方法 ②  

④⑤注文一覧画面へ進み、訂正したい取引の 

背景をピンク色に反転させて「訂正取消」を選択 

します。 

（注文の詳細を確認するには、ピンク色に反転 

させた状態で決定ボタンを押下してください。） 

 

⑥日経平均先物やオプション取引の場合は、 

成行から取消はできません。 

その他のお取引であれば、価格の訂正が可能 

ですので訂正したい価格を入力し、「訂正」を選択 

します。 

 

⑦数量を削減する場合には、減らす数量を入力 

し、「訂正」を選択します。 

（数量を変更しない場合は何も入力しません） 

 

⑧注文を取消したい場合は「取消」を選択します。 

 

 

訂正や取消のいずれにしろ、次の確認画面で 

内容を確認の上、パスワードを入力し訂正・取消を 

完了させます。 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑧ 
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入金依頼・出金依頼操作方法 ① 

kabuアプリにて利用いただける入金方法はこちら 
 
・入金依頼（自動引落口座からの入金） 
・入金依頼（リアル：リアルタイム口座振替入金） 
・ネット振込（ＥＤＩ） 
・じぶん銀行決済 
・ＪＮＢリンク決済 
・ネット振込決済サービス 
・モバイル連動決済（ゆうちょ銀行） 
 
※kabu.com携帯サイトへ入ってご依頼いただく事となります。kabuアプ
リが終了しますので、あらかじめご了承下さい。 
 
※ マルチタスク機能(マルチウィンドウ機能)がある機種をご利用いただ
いている場合は、kabuアプリを終了させなくても、kabuアプリと入出金画
面を随時、切り替える事が可能です。 
 
※携帯電話のメーカーによっては利用いただけない入金方法もござい
ます。 
 
※ご入金いただいたご資金の着金時間は、当社ホームページをご覧く
ださい。 
（http://kabu.com/service/time.asp#nyuukin） 

① 

  入金依頼方法 

①「入出金」を選択 
 
②「入金依頼」を押すと、kabuアプリが終了します。ブラウザ
を起動してkabu.com携帯サイトへ接続してください。 
(マルチタスク機能をご利用の場合は終了いたしません。
kabu.com携帯サイトへ自動的に移行します。） 
 
③kabu.com携帯サイトへ入ったら、「ゆうゆう決済」メニュー
から利用する入金方法を選択のうえ、入金依頼を行います。 
 
※こちらでは、入金依頼を利用する際の画面を紹介しており
ます。入金方法により当社に入金されるまでの日時が異なり
ます。 
詳細は当社Web上でご確認ください。
（http://kabu.com/riskmanagement/payment.asp#auto） 

② 

③ 

http://kabu.com/service/time.asp
http://kabu.com/riskmanagement/payment.asp
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①「入出金」を選択 
②「出金」ボタンを押して、出金依頼画面へ 
 
③「振込先口座」を確認。 
複数の金融機関が登録されている 
場合はこの項目で選択 
 
④金額を入力 
 
⑤「確認画面へ」ボタンを押し、 
確認画面から出金依頼を完了させる 

② 

入金依頼・出金依頼操作方法 ② 

③ 

② 

① 

④ 

⑤ 

～出金依頼方法～ 

ご依頼いただいた出金依頼を確認する際や、取
消す場合は「4：出金予約確認・取消」 

メニュからご確認ください。 

※「出金」は依頼いただいた時間によって 

出金時間がことなります。取り扱い時間は 

「出金時間について」よりご確認ください。 
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必要入金額画面では、当日の入金額もチェックできます！ 

「入出金」を選択し、[3]必要入金額ボタンを押すとご確認 
いただけます。 
なお、現物以外にも、「信用」に切り替えると維持率が、 
「先物/オプション」に切り替えると証拠金不足額がご確認 
いただけます。 
※追証や証拠金不足も確認可能です。 

 

～必要入金額を確認する方法～ 

現物 

先物/オプション 

信用 

追証の差入期限も確認ができるで 

日付を間違う心配もなく安心です。 



Copyright© 2001-2012 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 

http://kabu.com 27 

Ｑ＆Ａはkabu.com携帯サイトからご覧いただけます 

取引ルールが分からなくなってしまったときも、わざわざパソコンから調べなくても、kabu.com携帯サイト 
から、パソコンで確認が出来るものと同じQ＆Aを確認する事ができます。 

「Ｑ＆Ａ」メニューを選択すると、kabuアプリを終了して 

kabu.com携帯サイトへ推移します。お知りになりたい 
情報をキーワード入力をしてQ＆Aを検索してください。 

 ※ マルチタスク機能(マルチウィンドウ機能)が 

ある機種をご利用いただいている場合は、 

kabuアプリを終了させなくても、kabuアプリと 

Q&A画面を随時、切り替えることが可能です。 
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逆指値の使い方 
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逆指値の使い方（買い） 

逆指値「320」と入力する。 
 

【現値300円→320円に 
上昇したら買い】→ 

「確認画面へ」 

1 

市場、数量などを入力し、
「新興条件」から「逆指値」を

選択し、その他項目を 
入力→「次へ」 

メニューから「お取引」→「現
物買」→銘柄を検索。 

注文完了！ 
注文内容を確認し、 
パスワードを入力→ 
「注文」をクリック。 

5 

2 

3 

7 

「買い」の逆指値は 
「指定の価格まで上 
昇したら買う」という 
注文形態。 

 
トレンドに乗ることが 
でき、相場の流れに 
乗って利益を伸ば

す 
（順張り）のに役立

ち 
ます。  

6 

4 
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逆指値の使い方（売り） 

市場、数量などを入力し、
「執行条件」から「逆指値」を

選択し、その他項目を 
入力→「次へ」 

返済したい銘柄を選択。 
メニューから「資産管理」→

「残高照会現物」→ 
銘柄を検索。 

注文内容を確認し、 
パスワードを入力→「注文」 

をクリック→次画面にて 
注文完了を確認。 

逆指値「280」と入力する。 
 

【現値300円→280円に 
上昇したら売り】→ 

「確認画面へ」 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 
8 

「売り」の逆指値は 
「指定の価格まで下 
落したら売り」という 
注文形態。 

 
ロスカット、損失の

拡 
大を防ぐために役

立 
つ注文形態です。  
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W指値の使い方 

買付けた金額よりも高く 

売りたいけど、下がるよう 

ならロスカットしたい！ 

300円で買付けた新日鉄（5401）が320円以上になれ
ば、売りたいんだけど、280円以下に値下りするん
だったら売却したいんだけど、できる？ 

はい、｢Ｗ指値｣で同時に 
注文できますよ！ 

ホント！便利だね！携帯電話(kabuアプリ)で注
文したいんだけど、具体的にはどう 
操作したらいいの？ 
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市場、数量などを入力し、
「執行条件」から「逆指値」を

選択し、その他項目を 
入力→「次へ」 

返済したい銘柄を選択。 
メニューから「資産管理」→

「残高照会現物」→ 
銘柄を検索。 

注文内容を確認し、 
パスワードを入力→「注文」 

をクリック→次画面にて 
注文完了を確認。 

指値「320」と入力し、 
ロスカットの発動条件に

「280円」と入力→ 
「確認画面へ」 

8 
「売り」の逆指値は 
「指定の価格まで下 
落したら売り」という 
注文形態。 

 
ロスカット、損失の

拡 
大を防ぐために役

立 
つ注文形態です。  

W指値の使い方 

ロスカット発動条件： 

ロスカットを発動 

させたい値を入力 

ロスカット注文内容： 

ロスカットの注文内容 

を入力。ここでは280 

円になったら成行で 

売る、という意味。 

指値： 

指値の価格を入力、 

高いところで指す 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 
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Ｕターン注文（約定値±Ｗ指値）の使い方 

買い注文と同時にその銘柄の売り注文を 

同時に予約するといった注文形態です。 

買い注文の発注と同時に、その銘柄の 

売り注文まで予約が可能です。 

買って売るから 

Uターン注文 

寄付で買って、10円値上がったところで売りたい。－
5円でロスカットも入れておきたいなぁ。 
でも、9：00から会議が・・・。 

そんな時はＵターン注文が 
おすすめですよ！ 

へぇー、Ｕターン注文って言うんだ！ 
携帯電話(kabuアプリ)で注文したいんだけど、 
具体的にはどう操作したらいいの？ 
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自動的に売り注文画面に遷
移されるので、ここで売り注
文画面を作る。｢執行条件｣
で｢約定±W指値｣を選択。 

まずは買い注文画面を作り、
｢特殊条件｣で｢Uターン注

文｣を選択し、確認画面で確
認後、買い注文を出す。 

メニューから「資産管理」→
「残高照会現物」→ 

銘柄を検索。 

注文内容を確認し、 
パスワードを入力→「注文」 

をクリック→次画面にて 
注文完了を確認。 

｢指値｣、｢ロスカット発動条
件｣、｢ロスカット注文内容｣
を入力→｢確認画面へ」 

8 

買い注文と同時に
そ 

の銘柄の売り注文
を 

同時に予約すると 
いった注文形態で

す。 
 

買い注文の発注と
同 

時に、その銘柄の
売 

り注文まで予約が
可 

能です。  

Ｕターン注文（約定値±Ｗ指値）の使い方 

Ｕターン 
買いと同時に売り 

も入力！ 

ロスカット注文内容： 

ロスカットの注文 

内容を入力 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 

ロスカット発動条件： 

約定値から 

－｢○○｣を入力 

指値： 

約定値から 

＋｢○○｣を入力 

自動遷移 


