
ネットストックトレーダー・プレミアム利用規約 

 

1. 申込方法 

申込はネットストック会員画面内、ネットストックトレーダー・プレミアム申込フォーム

から行います。 

 

2. 申込対象者 

ネットストック会員ご本人に限ります。お客様一人につき 1ID・パスワード(ネットストッ

クトレーダー・プレミアム専用)とします。 

 

3. 申込受付時間 

毎月 1日 00:00～20 日 15:30 

＊15:30～17:00 および 03：15～06：00、毎月 20 日 15:30～月末は申込できません。 

 

4. 新規・継続申込期間 

【新規申込】 

 毎月 1日 00:00～20 日 15:30 

 15:30 までの申込を当日分として受付けます。申込期間中の 17:00 以降の申込は、翌営

業日の申込として受付けます。 

 諸事情により、申込期間が短縮される場合があります。お申込はお早めにお願いしま

す。 

 

【継続申込】 

 利用期間の終了する月の 1日 00:00～20 日 15:30 

 15:30 までの申込を当日分として受付けます。申込期間中の 17:00 以降の申込は、翌営

業日の申込として受付けます。 

 諸事情により、申込期間が短縮される場合があります。お申込はお早めにお願いしま

す。 

 

【解約について】 

 解約は受付けません。自動解約のみとなります。 

 利用期間の終了する月の 20 日 15:30 までに継続申込を行わない場合、自動的に解約と

なります。 

 継続申込を行っても、情報料の引き落としを行うことができず、申込期間内に申込を

行うことができない場合、自動的に解約となります。 

 解約となった後、再び当該サービスを利用する場合、新規申込を行っていただきます。 



 

5. 情報料の決済(代金支払方法)について 

【料金表】 

利用期間 情報料(税抜) 

1 か月 3,000 円 

＊一括申込はありません。 

 

【新規申込】 

 申込時に、申込期間に応じた情報料をネットストック口座から引き落とします(情報料

は前受となります)。 

 情報料の引き落とし内容は、会員画面内の精算表に表示します。 

 情報料の引き落としが完了すると、ネットストックトレーダー・プレミアムの ID・パ

スワードを即時発行します。発行された ID・パスワードは、会員画面内上部【情報検

索】－【ネットストックトレーダー・プレミアム】の ID・パスワード確認フォームに

表示します。こちらのフォームは、当該サービスを利用できる期間(料金前受済み)も

併せて表示します。 

 有料期間前であっても、発行された ID・パスワードを使用し、サービスを利用するこ

とができます。有料期間前の利用分の情報料は無料となります。 

 情報料の引き落としができない場合、当該サービスは利用できません。 

 

【継続申込】 

 継続申込時に、継続申込期間に応じた情報料をネットストック口座から引き落としま

す(情報料は前受となります)。 

 継続申込を受付けると、翌月以降、お客様の指定した期間の利用が可能となります。

ID・パスワードは、そのまま利用できます。 

 利用期間の終了する月の 20 日 15:30 までに継続申込を行わない場合、自動的に解約と

なります。 

 継続申込を行っても、情報料の引き落としを行うことができず、継続申込期間内に申

込を行うことができない場合、自動的に解約となります。 

 

【注意事項】 

 申込時点で、申込日付で引き落とし可能な余力が必要となります。現物買付余力等が

あっても、申込できない場合があります。ご注意ください。 

 ネットストック口座解約時に、利用期間が残っていても情報料は返金できません。ご

了承ください。 



 

6. クーリングオフ 

申込内容の変更およびキャンセルは、新規・継続にかかわらず、原則として受付けません。

ただし、当社に故意または重過失のある場合はこの限りではありません。 

 

7. 領収書について 

法人のお客様は、受領日(申込日)に発行・送付します。 

個人のお客様は、取引残高報告書への記載のみとなり、領収書を発行しません。 

 

8. 製品の利用にあたって 

「ネットストックトレーダー・プレミアム」の利用にあたっては、特に次の点にご留意く

ださい。 

 本情報サービスは、1ID につき 1端末でのみ利用いただけます。 

 ID、パスワード等を第三者に譲渡または貸与することを禁じます。 

 本情報サービスは、東京証券取引所、大阪取引所、日本証券業協会、株式会社 QUICK

から情報の提供を受けています。 

 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 

 本情報サービス画面の著作権は当社および株式会社 QUICK に帰属します。 

 本情報サービスの内容について、蓄積・編集・加工・二次利用(第三者に提供すること

を含みます。)を禁じます。 

 本情報サービスの取得に必要なソフトウェアに関する一切の知的財産権は、株式会社

QUICK または株式会社 QUICK が指定する者に帰属します。 

 本情報サービスの内容は、予告なしに変更になることがあります。 

 本情報サービスの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するもの

ではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および

情報提供者は一切責任を負いません。 

 当社および情報提供者は本情報サービスの正確性および信頼性について調査・確認の

責任を負いません。 

 通信機器、通信回線、商用ネットワーク、コンピュータ等の障害によって生じた本情

報サービスの伝達遅延および誤謬、欠陥については当社および情報提供者はその責任

を負いません。 

 

9. 免責事項 

(1)当社は、ネットストックトレーダー・プレミアムによるパスワードの一致を確認して行

った当該サービス利用行為により生じるお客様の損害について、一切その責を負わないも

のとします。ただし、当社にパスワードの一致にもかかわらず、ご本人の利用行為でない



ことについて故意があり、またはご本人の利用行為でないことを知るべき点について、重

過失がある場合にはこの限りではありません。 

(2)当社は、当該サービスの使用に関連してお客様に直接的または間接的に発生する一切の

損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含む。また、通常損害、特別損

害 、結果損害を問わない)および第三者からなされる請求について一切責任を負担しない

ものとします。 

(3)当社は、次の理由により当該サービスを利用できないことによって生じるお客様の損害

について、一切その責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失によるも

のである場合は、この限りではありません。 

1.当社の責によらない通信回線およびシステム機器の瑕疵または障害。 

2.天災地変など不可抗力による通信回線およびシステム機器の瑕疵または障害。 

(4)上記(3)の 2 にいう通信回線およびシステム機器は、お客様、プロバイダ、当社、情報

提供会社のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、およびそれぞれを結ぶ通信回線のす

べてを含むものとします。 

(5)当社は、当社および情報提供会社のシステムメンテナンス行為により、当該サービスを

利用できないことによって生じるお客様の損害について、一切その責を負わないものとし

ます。ただし、当社の故意又は重過失によるものである場合は、この限りではありません。  

(6)当社は、ネットストックトレーダー・プレミアムにおける情報更新の速度について一定

の速度を保証するものではありませんので、回線の混雑を理由としての情報更新遅延に関

する損害について、一切その責を負わないものとします。ただし、前記混雑等、情報更新

速度を大幅に低下させる事由が、当社の故意又は重過失によるものである場合は、この限

りではありません。 

 

10. 動作環境について 

当該サービスの動作環境は次のとおりです。申込の前に必ずご確認ください。 

OS とブラウザ ・Windows XP ＋ Internet Explorer 6.0 SP3 

・Windows XP ＋ Internet Explorer 7 

・Windows XP ＋ Internet Explorer 8 

・Windows Vista ＋ Internet Explorer 7 

・Windows Vista ＋ Internet Explorer 8 

・Windows Vista ＋ Internet Explorer 9 

・Windows 7 ＋ Internet Explorer 8 

・Windows 7 ＋ Internet Explorer 9 

・Windows 7 ＋ Internet Explorer 10 

・Windows 8 ＋ Internet Explorer 10 

 



※いずれのブラウザも 32 ビット版のみ対応 

＜ウェブブラウザの確認方法＞ 

「Internet Explorer」を起動、「ヘルプ」メニューから「バ

ージョン情報」を選択 

CPU 次のマイクロプロセッサ(または互換プロセッサ)を搭載 し

た PC/AT 互換機 

XP の場合：Pentium4 プロセッサ以上 

※これ以外は、OS に必要なハードウェアの推奨最小要件以上

を満たすことが必要です。(Core 2 Duo プロセッサ以上) 

※これ以下の仕様でもある程度動作しますが、問題が発生す

る可能性があるため推奨環境外とします。 

＜確認方法＞ 

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリック、メニ

ューから「プロパティ」を選択し、「全般」タブをクリック 

メインメモリ  XP の場合：512MB 以上 

※これ以外は、OS に必要なハードウェアの推奨最小要件以上

を満たすことが必要です。(1GB 以上) 

ハードディスク空き容量 10MB 以上 

ディスプレイ 1280×1024 ピクセル以上、「True Color(32 ビット)」を推奨

※推奨フォントサイズは次の通り 

Windows XP ：「通常のサイズ（96 DPI）」 

Windows Vista ：「既定のスケール（96 DPI）」 

Windows 7 ：「96 ピクセル/インチ」  

Windows 8 ：「小 - 100%(規定)(S)」 

通信環境 ブロードバンド(1Mbps 以上)接続 

(ADSL、CATV インターネット、FTTH 等) 

その他 ・プロキシサーバー経由の接続について 

当サービスは、プロキシサーバー経由でも利用できる場合が

ありますが、お客様には直接接続をお勧め しています。プロ

キシサーバー経由の接続は動作保証いたしかねますことを、

あらかじめご了承ください。 

・セキュリティソフトの利用について 

直接接続の場合、お使いの端末に 「Norton Personal 

Firewall」などのセキュリティソフトを導入し、 TCPの40,000



ポートまたは 443 ポートを閉じるよう設定されていると、接

続できませんので、ご注意ください。 

・JavaScript について 

当サービスの一部機能では、JavaScript を使用しております。

ご利用にあたってはこの設定を無効にしないようにしてくだ

さい。 

・ActiveX について 

初回起動時、ActiveX コントロールのインストールが必要で

す。 

 

11.その他 

ネットストックトレーダー・プレミアムのサービス内容は、予告なしに変更される場合が

あります。 

当該利用規約は、予告なしに変更される場合があります。 

 

以上 

平成 26 年 3 月 


