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投資信託の購入や、株式や債券の売り出しの際に交付する目論見書を、インターネット上で交付、 

閲覧するサービスです。インターネットトレード、スマートフォンサービス（WEB）画面にて、 

お申込み・ご利用いただけます。 

お取引きの都度発行される「取引報告書」や定期的に発行される「取引残高報告書」などを 

インターネット上で閲覧できるサービスです。報告書等電子交付サービスをお申込みいただいた 

場合、対象となる報告書類の郵送を停止いたします。 

※報告書電子交付サービス（電子ポスト）のお申込みにあたっては、あらかじめ電子交付サービス（目論見書等）のお申込み

が必要です。２つのサービスを同時に申込むこともできます。 
 

※報告書等電子交付サービス（電子ポスト）は、インターネットトレード画面にてお申込みいただけます。スマートフォン 

サービスからはお申込みいただけません。（インターネットトレード画面にて、報告書等電子交付サービス（電子ポスト）を

お申込後、スマートフォンサービス（ＷＥＢ）画面上で、電子ポスト（e-私書箱）を閲覧することは可能です。 

当社の電子交付サービスでは、交付する対象書類によって以下 2 種類のサービスをご用意しております。 

電子交付サービスのお申込み方法 

◇報告書の電子ファイルは、5 年間※保存されます。 

 ※電子ポスト（e-私書箱）に交付された「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の保存期間は 7 年間です。 

  ※スマートフォンは、2022 年 4 月 25 日以降に交付された書面から保存されます。 

報告書等電子交付サービスのメリット 
 

報告書等電子交付サービスをご契約されても一部の書面は郵送されます 

電子交付サービスの対象となる目論見書 
・ 投資信託の目論見書  ・債券の目論見書  ・株式募集等にかかる目論見書 等 

メールサービスが便利です 

 
報告書等電子交付通知メールサービスをご登録いただくと、新しい報告書が電子ポストに掲載されると 

メールでお知らせが届きます。ご利用いただくためには別途メール配信の設定が必要です。 

登録情報・手続＞お客さま情報：メールアドレス/通知設定変更で設定できます。 
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報告書等電子交付サービス（電子ポスト） 

電子交付サービス（目論見書等） 

・投資信託運用報告書 

・外貨口座振替明細書  

・公開買付による買付け等の通知書 等 

主な郵送交付対象書面 
 

・取引報告書（株式、公社債、投資信託など） 

・公社債利金・償還金のお知らせ 

・株式配当金のお知らせ 

・取引残高報告書 

・特定口座年間取引報告書（令和 2 年お取引分より） 

・上場株式配当等支払通知書（令和 3 年お取引分より）等 

主な電子交付対象書面 

◇必要に応じて、お客さまのパソコン・スマートフォンに保存したり、印刷することができます。 

◇書類が作成されるとすぐに閲覧できますので、郵送を待つことなくご確認いただけます。 
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 電子交付サービスの申込方法 

①一括申込の【お申込み】を押します。 

今回は「電子交付サービス（目論見書等）」と 

「報告書等電子交付サービス（電子ポスト）」を

同時に申込みます。 

※すでに電子交付サービス（目論見書等）が契約済の場合

は、報告書等電子交付サービス（電子ポスト）の 

【お申込み】を押します。 

ログイン後のトップページを開きます。 
①【登録情報・手続】を押します。 
 
②電子交付契約の中の【電子交付契約】を 

押します。 

登録情報・手続 

 

 

登録情報・手続 

利用規定の確認を行い、申込みをします ３ 

利用規定をご確認いただき、電子交付サービ
スをお申込みください。 
 
※スクロールバーを下に動かすと利用規定 

 および確認画面が表示されます。 

 

①最初に【オンライントレード電子交付サー
ビス利用規定】が表示されます。 
 
ご理解・ご確認いただきましたら、 
「はい」を選択します。 
 
 
②次に【オンライントレード報告書等電子交
付サービス利用規定】が表示されます。 
 
ご理解・ご確認いただきましたら、 
「はい」を選択します。 

 

 

③【同意して電子交付契約を申込む】を 
押します。 

ログイン後のトップページより「登録情報・手続」メニューを開きます 1 
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※契約済の場合は、次ページの                        をご覧ください。 

契約状況を確認します 
 

2 

電子交付サービスのご利用方法 

 

電子交付サービスの申込みが完了しました ４ 

お申込みが完了しました。 
 
 
【契約状況確認へ】を押すと、契約状況を 

ご確認いただけます。 

① 

② 

① 

② 

③ 
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■本資料は 2022 年 9 月時点でのサービスに基づいて作成しております。■本資料の内容は、お客さまへ通知するこ
となく変更される場合があります。■本資料の全部もしくは一部を引用または複製などにより使用することを禁止しま
す。■口座開設窓口等により、サービス内容や画面の表示等が異なる場合があります。■この他のサービスおよび各
項目のサービス時間など詳細につきましては、パンフレットおよび取扱説明書などでご確認ください。■オンライントレ
ード・テレフォントレードをご利用になる際には「オンライントレード・テレフォントレード利用規定」をお読みください。 

コールセンター （テクニカルサポート） 

０１２０-１７-３２３４ 【４＃】   

■ 受付時間 平日 8：00～18：00  
■ 操作方法のご案内やパスワードの再発行等を承ります。 
■ 口座名義人ご本人さまよりお問合わせください。 

PC-20220920-01G 

 電子交付サービスのご利用方法 

ログイン後のトップページを開きます。 

報告書等電子閲覧 ログイン後トップページの【取引・照会】を押します。 

各商品の【目論見書電子交付】を押すと、目論見書の 

電子交付画面が開きます。 

目論見書電子交付 

①「取引パスワード」を入力します。 

②ご覧になりたい電子交付書面のボタンを 

 押します。 

 ※表示されるボタンの種類や数は、ご契約状況等により 

  異なります。 

※2022 年 4 月 25 日交付分よりすべての電子交付書面が 

『電子ポスト』から『電子ポスト（e-私書箱）』での交付・

閲覧に変更となりました。 

※2022 年 4 月 22 日以前に交付された報告書等は、 

『電子ポスト』でご覧ください。 

電子ポスト（e-私書箱） 

【PDF ファイル】を押すと、書面を閲覧できます。 
【xml データ】を押すと、xml 形式でダウンロード 
 することもできます。 

① 

② 

 電子交付画面にて、 

【電子閲覧】ボタンを 

押すと目論見書が 

PDF で表示されます。 


