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５．メッセージ一覧 メッセージ一覧のソート順修正

3 2020.09.08 v1.2-000 ２．新規注文(CLMKabuNewOrder) インターフェースの見直しによる修正（固定値の項目のリストからの削除）（親キー、訂正フラグ　等）

３．訂正注文(CLMKabuCorrectOrder) 使用可能インスタンスの見直しによる修正（市場C、譲渡益課税C　等）

４．取消注文(CLMKabuCancelOrder)

4 2020.09.16 v3.0-003 ２．新規注文(CLMKabuNewOrder) 建玉譲渡益課税Cの追加

5 2020.10.30 v3.0-004 概要 訂正注文(CLMKabuCorrectOrder)の注意文言の追加

6 2021.01.08 v4.0-001 新規注文(CLMKabuNewOrder) 新規建玉番号の項目説明に追記

7 2022.08.19 v4.0-002 １．概要 「一括取消(CLMKabuCancelOrderAll)」の概要を追加

４．取消注文(CLMKabuCancelOrder) 一括取消に関する注記を削除

５．一括取消(CLMKabuCancelOrderAll)「５．一括取消(CLMKabuCancelOrderAll)」の追加
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１．概要

この資料は、JSONAPIを使用し、注文、訂正、取消で送受信するパラメータをまとめたものです。

ドキュメントグループ名 概要
新規注文(CLMKabuNewOrder) 新規注文(CLMKabuNewOrder)に関する変数名、項目名、各パラメータの意味、JSON要求電文、JSON応答電文、エラー例

※注文情報を特定するために「sOrderNumber」、「sEigyouDay」を複合キーとして使用します。
　sOrderNumber：DDNNNNNN　DD=日付（2桁）01～31、NNNNNN=通番（6桁）000001～999999
　sEigyouDay：YYYYMMDD

訂正注文(CLMKabuCorrectOrder) 訂正注文(CLMKabuCorrectOrder)に関する変数名、項目名、各パラメータの意味、JSON要求電文、JSON応答電文、エラー例
※買建の売返済（個別指定）の注文に対する減株訂正について、　建玉3本（①100,②200,③300の順位）で個別返済注文を行い、
　減株訂正600株→500株を行った場合、訂正後の注文内容は（①100,②200,③200）となります。
※通常＋逆指値の注文を成行＋逆指値に訂正した場合、逆指値の条件価格を満たす前に成行で約定することがありますので
　ご注意ください。

取消注文(CLMKabuCancelOrder) 取消注文(CLMKabuCancelOrder)に関する変数名、項目名、各パラメータの意味、JSON要求電文、JSON応答電文、エラー例

一括取消(CLMKabuCancelOrderAll) 一括取消(CLMKabuCancelOrderAll)に関する変数名、項目名、各パラメータの意味、JSON要求電文、JSON応答電文、エラー例

メッセージ一覧 応答電文で返却されるエラー、ワーニングに関するメッセージID、メッセージの一覧
※応答電文の「sResultCode」=「メッセージID」、「sResultText」＝「メッセージ」に紐付いています。
※メッセージ一覧は、Eシステム全体で定義されているものであり、全てがAPIで返される値ではありません。
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２．新規注文(CLMKabuNewOrder)
（１）新規注文の要求電文

変数名 名称 型

現物×買×成行×特定口座 現物×売×指値×特定口座 信用新規買
（制度信用×新規×買×成行×特定口座）

信用新規売
（制度信用×新規×売×成行×特定口座）

売建の買返済
（制度信用×返済×建日順×買×指値×特定口座）

買建の売返済
（制度信用×返済×個別指定×売×指値×特定口座）

買建の現引
（制度信用×返済×現引×特定口座）

売建の現渡
（制度信用×返済×現渡×特定口座）

逆指値注文
（現物×買×逆指値(460円以上になったら、455円で注文)）
※逆指値条件を満たすまでは、注文は市場に出ません

通常＋逆指値注文
（現物×買×指値(970円)で注文）
（974円以上になったら、972円で注文に変更）

エラー例：預り金不足の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder

2 sZyoutoekiKazeiC 譲渡益課税区分 char[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 sIssueCode 銘柄コード char[12] 6658 6658 3556 3632 7921 4241 2926 2926 3632 3668 7974

4 sSizyouC 市場 char[2] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5 sBaibaiKubun 売買区分 char[1] 3 1 3 1 3 1 7 5 3 3 3

6 sCondition 執行条件 char[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 sOrderPrice 注文値段 char[14] 0 201 0 0 2250 920 * * * 970 48000

8 sOrderSuryou 注文数量 char[13] 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100

9 sGenkinShinyouKubun 現金信用区分 char[1] 0 0 2 2 4 4 4 4 0 0 0

10 sOrderExpireDay 注文期日 char[8] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 sGyakusasiOrderType 逆指値注文種別 char[1]
0：通常 1：逆指値

2：通常＋逆指値
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

12 sGyakusasiZyouken 逆指値条件 char[14] 0：指定なし 条件値段（トリガー価格） 0 0 0 0 0 0 0 0 460 974 0

13 sGyakusasiPrice 逆指値値段 char[14]
*：指定なし 0：成行

上記以外は逆指値値段
* * * * * * * * 455 972 *

14 sTatebiType 建日種類 char[1] * * * * 2 1 1 1 * * *

15 sTategyokuZyoutoekiKazeiC 建玉譲渡益課税区分 char[1] * * * * * * 1 1 * * *

16 sSecondPassword 第二パスワード char[48] '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

17 aCLMKabuHensaiData 返済リスト：<CLMKabuHensaiData> char[17]

※必要時は以下３項目を配列とし列挙する

1a sTategyokuNumber 新規建玉番号 char[15] 202007220000402 202009080000001 202009090000009

1b sTatebiZyuni 建日順位 char[9] 1 1 1
1c sOrderSuryou 注文数量 char[13] 100 100 100

2a sTategyokuNumber 新規建玉番号 char[15] 202007220001591

2b sTatebiZyuni 建日順位 char[9] 2
2c sOrderSuryou 注文数量 char[13] 100

{ { { { { { { { { { {
"sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder",
"sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1", "sZyoutoekiKazeiC":"1",
"sIssueCode":"6658", "sIssueCode":"6658", "sIssueCode":"3556", "sIssueCode":"3632", "sIssueCode":"7921", "sIssueCode":"4241", "sIssueCode":"2926", "sIssueCode":"2926", "sIssueCode":"3632", "sIssueCode":"3668", "sIssueCode":"7974",
"sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00", "sSizyouC":"00",
"sBaibaiKubun":"3", "sBaibaiKubun":"1", "sBaibaiKubun":"3", "sBaibaiKubun":"1", "sBaibaiKubun":"3", "sBaibaiKubun":"1", "sBaibaiKubun":"7", "sBaibaiKubun":"5", "sBaibaiKubun":"3", "sBaibaiKubun":"3", "sBaibaiKubun":"3",
"sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0", "sCondition":"0",
"sOrderPrice":"0", "sOrderPrice":"201", "sOrderPrice":"0", "sOrderPrice":"0", "sOrderPrice":"2250", "sOrderPrice":"920", "sOrderPrice":"*", "sOrderPrice":"*", "sOrderPrice":"*", "sOrderPrice":"970", "sOrderPrice":"48000",
"sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"200", "sOrderSuryou":"200", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100", "sOrderSuryou":"100",
"sGenkinShinyouKubun":"0", "sGenkinShinyouKubun":"0", "sGenkinShinyouKubun":"2", "sGenkinShinyouKubun":"2", "sGenkinShinyouKubun":"4", "sGenkinShinyouKubun":"4", "sGenkinShinyouKubun":"4", "sGenkinShinyouKubun":"4", "sGenkinShinyouKubun":"0", "sGenkinShinyouKubun":"0", "sGenkinShinyouKubun":"0",
"sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0", "sOrderExpireDay":"0",
"sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"0", "sGyakusasiOrderType":"1", "sGyakusasiOrderType":"2", "sGyakusasiOrderType":"0",
"sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"0", "sGyakusasiZyouken":"460", "sGyakusasiZyouken":"974", "sGyakusasiZyouken":"0",
"sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"455", "sGyakusasiPrice":"972", "sGyakusasiPrice":"*",
"sTatebiType":"*", "sTatebiType":"*", "sTatebiType":"*", "sTatebiType":"*", "sTatebiType":"2", "sTatebiType":"1", "sTatebiType":"1", "sTatebiType":"1", "sTatebiType":"*", "sTatebiType":"*", "sTatebiType":"*",
"sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"1", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"1", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*", "sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"*",
"sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"",
"sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "aCLMKabuHensaiData": "aCLMKabuHensaiData": "aCLMKabuHensaiData": "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1"
} } } } "aCLMKabuHensaiData": [ [ [ } } }

[   {   {   {
],   "sTategyokuNumber":"202007220000402",   "sTategyokuNumber":"202009080000001",   "sTategyokuNumber":"202009090000009",
"sJsonOfmt":"1"   "sTatebiZyuni":"1",   "sTatebiZyuni":"1",   "sTatebiZyuni":"1",
}   "sOrderSuryou":"100"   "sOrderSuryou":"100"   "sOrderSuryou":"100"

  },   }   }
  { ], ],
  "sTategyokuNumber":"202007220001591", "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1"
  "sTatebiZyuni":"2", } }
  "sOrderSuryou":"100"
  }
],
"sJsonOfmt":"1"
}

JSON要求電文

注文内容

CLMKabuNewOrder

要求の引数項目
No 項目

*：指定なし
0：成行
上記以外は、注文値段（小数点については、呼値の資料参照）

CLMKabuNewOrder

※グレーアウトしている値は、E支店では使用しません

現引、現渡における現引先口座、現渡元口座
*：指定なし（現引、現渡以外の注文）
1：特定
3：一般

1：特定
3：一般
5：NISA

指定された銘柄に紐付く銘柄コード
(銘柄マスタ(株式）に存在する銘柄コード）

00：東証

1：売
3：買
5：現渡
7：現引

0：指定なし
2：寄付
4：引け
6：不成

注文数量

0：現物
2：新規(制度信用6ヶ月)
4：返済(制度信用6ヶ月)
6：新規(一般信用6ヶ月)
8：返済(一般信用6ヶ月)

0：当日
上記以外は、注文期日日(YYYYMMDD)[10営業日迄]

*：指定なし（現物または新規）
1：個別指定
2：建日順
3：単価益順
4：単価損順

第二暗証番号
''：第二暗証番号省略時
関連資料：「立花証券・ｅ支店・ＡＰＩ、インターフェース概要」の「３－２．ロ
グイン、ログアウト」参照

返済対象の数量

※返済で建日種類＝個別指定の場合必須、その他は指定不可
1件でもエラーの場合は、全件エラーとなる

返済対象の建玉番号
(CLMShinyouTategyokuListのsOrderTategyokuNumber)

返済対象の建日順位

返済対象の数量

返済対象の建玉番号
(CLMShinyouTategyokuListのsOrderTategyokuNumber)

返済対象の建日順位
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（２）新規注文の応答電文
上記、（１）に対する応答

変数名 名称 型

現物×買×成行×特定口座 現物×売×指値×特定口座 信用新規買
（制度信用×新規×買×成行×特定口座）

信用新規売
（制度信用×新規×売×成行×特定口座）

信用買返済
（制度信用×返済×建日順×買×指値×特定口座）

信用売返済
（制度信用×返済×個別指定×売×指値×特定口座）

買建の現引
（制度信用×返済×現引×特定口座）

売建の現渡
（制度信用×返済×現渡×特定口座）

逆指値注文
（現物×買×逆指値(460円以上になったら、455円で注文)）

通常＋逆指値注文
現物×買×指値(970円)で注文
（974円以上になったら、972円で注文）

エラー例：預り金不足の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder CLMKabuNewOrder

2 sResultCode 結果コード char[9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11430

3 sResultText 結果テキスト char[512] ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

現在、この銘柄の買付可能額は、1,229,280 円
です。3,572,238 円不足しているため、このご注
文はお受けできません。
(日計り取引銘柄等、銘柄によっては可能額の
算出方法が異なるケースがあります。)",

4 sWarningCode 警告コード char[9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ''

5 sWarningText 警告テキスト char[512] '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

6 sOrderNumber 注文番号 char[8] 29000002 27003159 0 0 0 0 0 0 27003170 0 ''
7 sEigyouDay 営業日 char[8] 20200729 20200727 20200727 20200728 20200729 20200730 20200909 20200909 20200727 20200729 ''
8 sOrderUkewatasiKingaku 注文受渡金額 char[16] 24400 20100 49500 53300 16942 -2032 -10450 9550 45500 97200 ''
9 sOrderTesuryou 注文手数料 char[16] 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 ''

10 sOrderSyouhizei 注文消費税 char[16] 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 ''

11 sKinri 金利 char[9] - - 1.6 0 - - - - - - ''

12 sOrderDate 注文日時 char[14] 20200728140231 20200727092633 20200727093428 20200728144706 20200729151056 20200729172028 20200909150126 20200909152751 20200727133804 20200729142700 ''

{ { { { { { { { { { {
"p_sd_date":"2020.07.28-14:02:57.688" "p_sd_date":"2020.07.27-09:26:59.099" "p_sd_date":"2020.07.27-09:34:54.525" "p_sd_date":"2020.07.28-14:47:32.055", "p_sd_date":"2020.07.29-15:11:23.826", "p_sd_date":"2020.07.29-17:20:56.057", "p_rv_date":"2020.09.09-15:02:08.835", "p_rv_date":"2020.09.09-15:28:33.827", "p_sd_date":"2020.07.27-13:38:30.264" "p_sd_date":"2020.07.29-14:27:27.706" "p_sd_date":"2020.07.30-14:03:50.598",
"p_rv_date":"2020.07.28-14:02:57.512" "p_rv_date":"2020.07.27-09:26:58.898" "p_rv_date":"2020.07.27-09:34:54.335" "p_rv_date":"2020.07.28-14:47:31.696", "p_rv_date":"2020.07.29-15:11:23.702", "p_rv_date":"2020.07.29-17:20:55.919", "p_sd_date":"2020.09.09-15:02:09.093", "p_sd_date":"2020.09.09-15:28:34.072", "p_rv_date":"2020.07.27-13:38:30.102" "p_rv_date":"2020.07.29-14:27:27.557" "p_rv_date":"2020.07.30-14:03:50.443",
"p_errno":"0" "p_errno":"0" "p_errno":"0" "p_errno":"0", "p_errno":"0", "p_errno":"0", "p_errno":"0", "p_errno":"0", "p_errno":"0" "p_errno":"0" "p_errno":"0",
"p_err":"" "p_err":"" "p_err":"" "p_err":"", "p_err":"", "p_err":"", "p_err":"", "p_err":"", "p_err":"" "p_err":"" "p_err":"",
"sCLMID":"CLMKabuNewOrder" "sCLMID":"CLMKabuNewOrder" "sCLMID":"CLMKabuNewOrder" "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder", "sCLMID":"CLMKabuNewOrder" "sCLMID":"CLMKabuNewOrder" "sCLMID":"CLMKabuNewOrder",
"sResultCode":"0" "sResultCode":"0" "sResultCode":"0" "sResultCode":"0", "sResultCode":"0", "sResultCode":"0", "sResultCode":"0", "sResultCode":"0", "sResultCode":"0" "sResultCode":"0" "sResultCode":"11430",

"sResultText":"" "sResultText":"" "sResultText":"" "sResultText":"", "sResultText":"", "sResultText":"", "sResultText":"", "sResultText":"", "sResultText":"" "sResultText":"" "sResultText":"現在、この銘柄の買付可能額
は、1,229,280 円です。3,572,238 円不足してい
るため、このご注文はお受けできません。
(日計り取引銘柄等、銘柄によっては可能額の
算出方法が異なるケースがあります。)",

"sWarningCode":"0" "sWarningCode":"0" "sWarningCode":"0" "sWarningCode":"0", "sWarningCode":"0", "sWarningCode":"0", "sWarningCode":"0", "sWarningCode":"0", "sWarningCode":"0" "sWarningCode":"0" "sWarningCode":"",
"sWarningText":"" "sWarningText":"" "sWarningText":"" "sWarningText":"", "sWarningText":"", "sWarningText":"", "sWarningText":"", "sWarningText":"", "sWarningText":"" "sWarningText":"" "sWarningText":"",
"sOrderNumber":"29000002" "sOrderNumber":"27003159" "sOrderNumber":"0" "sOrderNumber":"0", "sOrderNumber":"0", "sOrderNumber":"0", "sOrderNumber":"9000066", "sOrderNumber":"9000070", "sOrderNumber":"27003170" "sOrderNumber":"0" "sOrderNumber":"",
"sEigyouDay":"20200729" "sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"20200728", "sEigyouDay":"20200729", "sEigyouDay":"20200730", "sEigyouDay":"20200909", "sEigyouDay":"20200909", "sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"20200729" "sEigyouDay":"",
"sOrderUkewatasiKingaku":"24400" "sOrderUkewatasiKingaku":"20100" "sOrderUkewatasiKingaku":"49500" "sOrderUkewatasiKingaku":"53300", "sOrderUkewatasiKingaku":"16942", "sOrderUkewatasiKingaku":"-2032", "sOrderUkewatasiKingaku":"-10450", "sOrderUkewatasiKingaku":"9550", "sOrderUkewatasiKingaku":"45500" "sOrderUkewatasiKingaku":"97200" "sOrderUkewatasiKingaku":"",
"sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0", "sOrderTesuryou":"0", "sOrderTesuryou":"0", "sOrderTesuryou":"500", "sOrderTesuryou":"500", "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"",
"sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0", "sOrderSyouhizei":"0", "sOrderSyouhizei":"0", "sOrderSyouhizei":"50", "sOrderSyouhizei":"50", "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"",
"sKinri":"-" "sKinri":"-" "sKinri":"1.6" "sKinri":"0", "sKinri":"-", "sKinri":"-", "sKinri":"-", "sKinri":"-", "sKinri":"-" "sKinri":"-" "sKinri":"",
"sOrderDate":"20200728140231" "sOrderDate":"20200727092633" "sOrderDate":"20200727093428" "sOrderDate":"20200728144706" "sOrderDate":"20200729151056", "sOrderDate":"20200729172028", "sOrderDate":"20200909150126", "sOrderDate":"20200909152751", "sOrderDate":"20200727133804" "sOrderDate":"20200729142700" "sOrderDate":"",
} } } } } } } } } } }

JSON応答電文

応答内容No
応答の引数項目

CLMKabuNewOrder

項目

CLMKabuNewOrder

注文日時（YYYYMMDDHHMMSS）

営業日（YYYYMMDD）

注文受渡金額

注文手数料

注文消費税

-：信用新規取引でない場合
メモリ上のシステム市場弁済別取扱条件
　　買方金利
　　売方金利
　　買方金利（翌営業日）
　　売方金利（翌営業日）

業務処理．エラーコード
0：正常
5桁数字：「結果テキスト」に対応するエラーコード

ShiftJis
「結果コード」に対応するテキスト

業務処理．ワーニングコード
0：正常
5桁数字：「警告テキスト」に対応するワーニングコード

ShiftJis
「警告コード」に対応するテキスト

注文番号

6/42 Copyright (C) THE TACHIBANA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.



３．訂正注文(CLMKabuCorrectOrder)
（１）訂正注文の要求電文

変数名 名称 型

値段訂正
（指→成）

数量訂正
（300株→200株）
※増株訂正はできません

値段＋数量訂正
（440円→430円、300株→200株）
※増株訂正はできません

逆指値条件＆逆指値訂正
（460円以上→470円以上、指→成）
※逆指値条件を満たした後は、逆指値条件、逆指値値段の
訂正はできません（通常の値段訂正を行ってください）

エラー例：増株訂正の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder

2 sOrderNumber 注文番号 char[8] 新規注文、応答の該当項目 27003158 27003164 30000007 27003170 30000007
3 sEigyouDay 営業日 char[8] 営業日（YYYYMMDD） 20200727 20200727 20200730 20200727 20200730

4 sCondition 執行条件 char[1]

*:変更なし
0:指定なし
2:寄付
4:引け
6:不成

* * * * *

5 sOrderPrice 注文値段 char[14]

*:変更なし
0：成行に変更
訂正注文値段：指値を変更

0 * 430 0 *

6 sOrderSuryou 注文数量 char[13]

*:変更なし
訂正数量:数量を変更（増株不可）
※訂正数量には、内出来を含んだ数量を指定

* 200 200 * *

7 sOrderExpireDay 注文期日 char[8]

*:変更なし
0:当日
変更注文期日日(YYYYMMDD)[10営業日迄]

* * * * 300

8 sGyakusasiZyouken 逆指値条件 char[14]
*:変更なし
逆指値条件値段（トリガー価格） * * * 470 *

9 sGyakusasiPrice 逆指値注文値段 char[14]

*:変更なし
0：成行に変更
逆指値注文値段：逆指値注文値段を変更

* * * 0 *

10 sSecondPassword 第二パスワード char[48]

第二暗証番号
''：第二暗証番号省略時
関連資料：「立花証券・ｅ支店・ＡＰＩ、インターフェース概要」の「３－２．
ログイン、ログアウト」参照

'' '' '' '' ''

{ { { { {
"sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder", "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder", "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder", "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder", "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder",
"sOrderNumber":"27003158", "sOrderNumber":"27003164", "sOrderNumber":"30000007", "sOrderNumber":"27003170", "sOrderNumber":"30000007",
"sEigyouDay":"20200727", "sEigyouDay":"20200727", "sEigyouDay":"20200730", "sEigyouDay":"20200727", "sEigyouDay":"20200730",
"sCondition":"*", "sCondition":"*", "sCondition":"*", "sCondition":"*", "sCondition":"*",
"sOrderPrice":"0", "sOrderPrice":"*", "sOrderPrice":"430", "sOrderPrice":"*", "sOrderPrice":"*",
"sOrderSuryou":"*", "sOrderSuryou":"200", "sOrderSuryou":"200", "sOrderSuryou":"*", "sOrderSuryou":"300",
"sOrderExpireDay":"*", "sOrderExpireDay":"*", "sOrderExpireDay":"*", "sOrderExpireDay":"*", "sOrderExpireDay":"*",
"sGyakusasiZyouken":"*", "sGyakusasiZyouken":"*", "sGyakusasiZyouken":"*", "sGyakusasiZyouken":"470", "sGyakusasiZyouken":"*",
"sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"*", "sGyakusasiPrice":"0", "sGyakusasiPrice":"*",
"sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"",
"sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1"
} } } } } 

No
要求の引数項目

CLMKabuCorrectOrder

項目 注文内容

JSON要求電文
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（２）訂正注文の応答電文
上記、（１）に対する応答

変数名 名称 型

値段訂正
（指→成）

数量訂正
（300株→200株）

値段＋数量訂正
（440円→430円、300株→200株）

逆指値条件＆逆指値訂正
（460円以上→470円以上、指→成）

エラー例：増株訂正の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder CLMKabuCorrectOrder

2 sResultCode 結果コード char[9]

業務処理．エラーコード
0:正常
5桁数字:「結果テキスト」に対応するエラーコード

0 0 0 0 12170

3 sResultText 結果テキスト char[512]
ShiftJis
「結果コード」に対応するテキスト '' '' '' '' 数量の増加はできません

4 sOrderNumber 注文番号 char[8] 新規注文、応答の該当項目 27003158 27003164 30000007 27003170 ''
5 sEigyouDay 営業日 char[8] 営業日（YYYYMMDD） 20200727 20200727 20200730 20200727 ''
6 sOrderUkewatasiKingaku 注文受渡金額 char[16] 注文受渡金額 18770 40200 86000 53100 ''
7 sOrderTesuryou 注文手数料 char[16] 注文手数料 0 0 0 0 ''
8 sOrderSyouhizei 注文消費税 char[16] 注文消費税 0 0 0 0 ''
9 sOrderDate 注文日時 char[14] 注文日時（YYYYMMDDHHMMSS） 20200727110222 20200727111418 20200730132718 20200727134140 ''

{ { { { {
"p_sd_date":"2020.07.27-11:02:48.274" "p_sd_date":"2020.07.27-11:14:44.472" "p_sd_date":"2020.07.30-13:27:44.663", "p_sd_date":"2020.07.27-13:42:06.569" "p_sd_date":"2020.07.30-14:20:52.975",
"p_rv_date":"2020.07.27-11:02:48.130" "p_rv_date":"2020.07.27-11:14:44.343" "p_rv_date":"2020.07.30-13:27:44.519", "p_rv_date":"2020.07.27-13:42:06.427" "p_rv_date":"2020.07.30-14:20:52.918",
"p_errno":"0" "p_errno":"0" "p_errno":"0", "p_errno":"0" "p_errno":"0",
"p_err":"" "p_err":"" "p_err":"", "p_err":"" "p_err":"",
"sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder" "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder" "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder", "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder" "sCLMID":"CLMKabuCorrectOrder",
"sResultCode":"0" "sResultCode":"0" "sResultCode":"0", "sResultCode":"0" "sResultCode":"12170",
"sResultText":"" "sResultText":"" "sResultText":"", "sResultText":"" "sResultText":"数量の増加はできません",
"sOrderNumber":"27003158" "sOrderNumber":"27003164" "sOrderNumber":"30000007", "sOrderNumber":"27003170" "sOrderNumber":"",
"sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"20200730", "sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"",
"sOrderUkewatasiKingaku":"18770" "sOrderUkewatasiKingaku":"40200" "sOrderUkewatasiKingaku":"86000", "sOrderUkewatasiKingaku":"53100" "sOrderUkewatasiKingaku":"",
"sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"0", "sOrderTesuryou":"0" "sOrderTesuryou":"",
"sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"0", "sOrderSyouhizei":"0" "sOrderSyouhizei":"",
"sOrderDate":"20200727110222" "sOrderDate":"20200727111418" "sOrderDate":"20200730132718" "sOrderDate":"20200727134140" "sOrderDate":""
} } } } }

JSON応答電文

No
応答の引数項目

CLMKabuCorrectOrder

項目 応答内容
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４．取消注文(CLMKabuCancelOrder)
（１）取消注文の要求電文

変数名 名称 型

取消注文
エラー例：約定済みの場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCancelOrder CLMKabuCancelOrder CLMKabuCancelOrder

2 sOrderNumber 注文番号 char[8] 新規注文、応答の該当項目 27003158 30000012
3 sEigyouDay 営業日 char[8] 営業日（YYYYMMDD） 20200727 20200730

4 sSecondPassword 第二パスワード char[48]

第二暗証番号
''：第二暗証番号省略時
関連資料：「立花証券・ｅ支店・ＡＰＩ、インターフェース概要」の「３－２．
ログイン、ログアウト」参照

'' ''

{ {
"sCLMID":"CLMKabuCancelOrder", "sCLMID":"CLMKabuCancelOrder",
"sOrderNumber":"27003158", "sOrderNumber":"30000012",
"sEigyouDay":"20200727", "sEigyouDay":"20200730",
"sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1"
} }

注文内容

JSON要求電文

項目No
要求の引数項目

CLMKabuCancelOrder
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（２）取消注文の応答電文
上記、（１）に対する応答

変数名 名称 型

取消注文
エラー例：約定済みの場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCancelOrder CLMKabuCancelOrder CLMKabuCancelOrder

2 sResultCode 結果コード char[9]

業務処理．エラーコード
0：正常
5桁数字：「結果テキスト」に対応するエラーコード

0 13294

3 sResultText 結果テキスト char[512]
ShiftJis
「結果コード」に対応するテキスト '' 約定済みです

4 sOrderNumber 注文番号 char[8] 新規注文、応答の該当項目 27003158 ''
5 sEigyouDay 営業日 char[8] 営業日（YYYYMMDD） 20200727 ''
6 sOrderUkewatasiKingaku 注文受渡金額 char[16] 注文受渡金額 0 ''
7 sOrderDate 注文日時 char[14] 注文日時（YYYYMMDDHHMMSS） 20200727140515 ''

{ {
"p_sd_date":"2020.07.27-14:05:41.342" "p_sd_date":"2020.07.30-14:47:28.899",
"p_rv_date":"2020.07.27-14:05:41.256" "p_rv_date":"2020.07.30-14:47:28.810",
"p_errno":"0" "p_errno":"0",
"p_err":"" "p_err":"",
"sCLMID":"CLMKabuCancelOrder" "sCLMID":"CLMKabuCancelOrder",
"sResultCode":"0" "sResultCode":"13294",
"sResultText":"" "sResultText":"約定済みです",
"sOrderNumber":"27003158" "sOrderNumber":"",
"sEigyouDay":"20200727" "sEigyouDay":"",
"sOrderUkewatasiKingaku":"0" "sOrderUkewatasiKingaku":"",
"sOrderDate":"20200727140515" "sOrderDate":""
} }

JSON応答電文

応答内容

CLMKabuCancelOrder

項目No
応答の引数項目
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５．一括取消(CLMKabuCancelOrderAll)
（１）一括取消の要求電文

変数名 名称 型

一括取消
エラー例：受付時間外の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCancelOrderAll CLMKabuCancelOrderAll CLMKabuCancelOrderAll

2 sSecondPassword 第二パスワード char[48]

第二暗証番号
''：第二暗証番号省略時
関連資料：「立花証券・ｅ支店・ＡＰＩ、インターフェース概要」の「３－２．
ログイン、ログアウト」参照

'' ''

{ {
"sCLMID":"CLMKabuCancelOrderAll", "sCLMID":"CLMKabuCancelOrderAll",
"sSecondPassword":"", "sSecondPassword":"",
"sJsonOfmt":"1" "sJsonOfmt":"1"
} }

No
要求の引数項目

項目 注文内容

CLMKabuCancelOrderAll

JSON要求電文
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（２）一括取消の応答電文
上記、（１）に対する応答

変数名 名称 型

一括取消
エラー例：受付時間外の場合
※エラーについては、「メッセージ一覧」参照

1 sCLMID メッセージＩＤ char* CLMKabuCancelOrderAll CLMKabuCancelOrderAll CLMKabuCancelOrderAll

2 sResultCode 結果コード char[9]

業務処理．エラーコード
0：正常
5桁数字：「結果テキスト」に対応するエラーコード

0

3 sResultText 結果テキスト char[512]
ShiftJis
「結果コード」に対応するテキスト ''

{ {
"p_sd_date":"2020.07.27-14:05:41.342" "p_sd_date":"2020.07.30-15:47:28.899",
"p_rv_date":"2020.07.27-14:05:41.256" "p_rv_date":"2020.07.30-15:47:28.810",
"p_errno":"0" "p_errno":"0",
"p_err":"" "p_err":"",
"sCLMID":"CLMKabuCancelOrderAll" "sCLMID":"CLMKabuCancelOrderAll",
"sResultCode":"0" "sResultCode":"13701",
"sResultText":"" "sResultText":"只今の時間帯は受付できません",
} }

JSON応答電文

No
応答の引数項目

項目 応答内容

CLMKabuCancelOrderAll
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６．メッセージ一覧

メッセージID 分類 メッセージ 理由
10001 ログイン ユーザーID、パスワードに誤りがあります ユーザＩＤ不正
10002 ログイン ユーザーID、パスワードに誤りがあります パスワード不正
10003 ログイン ユーザータイプに誤りがあります。 ユーザタイプ不正
10004 ログイン 接続に誤りがあります チャネル不正
10005 ログイン ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
10006 ログイン セッションＩＤに誤りがあります セッションＩＤ不正
10007 ログイン ユーザエージェントに誤りがあります ユーザエージェント不正
10020 ログイン 通信に問題があります ダミーセッションファイル障害
10021 ログイン 通信に問題があります ダミーセッションレコードなし
10030 ログイン ログインに問題があります ユーザー管理ファイル障害
10031 ログイン ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。なお、お間違えの回数が弊社規定回数を超えると、ログイン停止となりますのでご注意下さい。(ログイン停止の解除は、コールセンターまでお電話下さい。) ユーザー管理レコードなし
10032 ログイン ログインに問題があります ユーザー管理レコード更新エラー
10033 ログイン 暗証番号のご入力間違いが弊社規定回数を超えたため、現在ログイン停止中です。 ユーザー管理ログインロック
10034 ログイン ログインできません ユーザー管理ログインＮＧ
10035 ログイン ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 ユーザー管理パスワード不一致
10036 ログイン ご入力された口座では当システムをご利用いただけません。ご利用のサービスをご確認ください。 システム口座区分不一致
10037 ログイン システム口座区分が不正のため金商法交付ドキュメントが取得できません。 システム口座区分不正
10038 ログイン ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 マイページUSER管理顧客登録番号データなし
10039 ログイン ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 マイページUSER管理社員IDデータなし
10040 ログイン システム設定ファイルで問題が発生しました システム設定ファイル障害
10041 ログイン システム設定レコードがありません システム設定レコードなし
10045 ログイン BAD_IPファイルで問題が発生しました BAD_IPファイル障害
10046 ログイン BAD_IPレコード作成でエラーが発生しました BAD_IPレコード作成エラー
10047 ログイン BAD_IP許可件数が制限を超えています BAD_IP許可件数オーバー
10050 ログイン セッション情報ファイルで問題が発生しました セッション情報ファイル障害
10051 ログイン セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
10052 ログイン セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
10053 ログイン セッション情報レコード作成でエラーが発生しました セッション情報レコード作成エラー
10054 ログイン セッションＩＤ生成でエラーが発生しました セッションＩＤ生成エラー
10055 ログイン 顧客マスタファイルで問題が発生しました 顧客マスタファイル障害
10056 ログイン 顧客マスタレコードがありません 顧客マスタレコードなし
10057 ログイン 社員属性ファイルで問題が発生しました 社員属性ファイル障害
10058 ログイン 社員属性レコードがありません 社員属性レコードなし
10060 ログイン 顧客情報ファイルで問題が発生しました 顧客情報ファイル障害
10061 ログイン 顧客情報レコードがありません 顧客情報レコードなし
10062 ログイン 顧客情報レコード更新でエラーが発生しました 顧客情報レコード更新エラー
10065 ログイン 口座管理ファイルで問題が発生しました 口座管理ファイル障害
10066 ログイン 口座管理レコードがありません 口座管理レコードなし
10067 ログイン 日付情報ファイルで問題が発生しました 日付情報ファイル障害
10068 ログイン 日付情報レコードがありません 日付情報レコードなし
10069 ログイン 翌年用口座管理ファイルで問題が発生しました 翌年用口座管理ファイル障害
10070 ログイン 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
10071 ログイン 当日日付取得でエラーが発生しました 当日日付取得エラー
10075 ログイン 部店管理ファイルで問題が発生しました 部店管理ファイル障害
10076 ログイン 部店管理レコードがありません 部店管理レコードなし
10080 ログイン 情報サービス利用客ファイルに問題が発生しました 情報サービス利用客ファイル障害
10081 ログイン 利用期限が切れております。引き続きご利用の場合には、証券口座ログイン後[市況・情報]-[情報サービス]からお申し込みください。
10082 ログイン ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
10091 ログイン 対象書面の閲覧日時の取得でエラーが発生しました。改めて書面をクリックして、再表示してください。 交付日時取得エラー
10097 ログイン ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
10098 ログイン ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
10099 ログイン セッションがタイムアウトしました タイムアウト
10101 お知らせ 選択されたメッセージは削除済みのため、表示する事ができません。 メッセージ削除済み
10102 お知らせ 選択されたメッセージは存在しません。 該当メッセージなし
10103 お知らせ 選択されたメッセージは削除済みのため、削除する事ができません。 メッセージ削除済み
10201 お問い合わせ お問い合わせ内容が長すぎます。2000文字以内にしてください。 お問い合わせ内容文字列超過
10998 HOME ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
10999 HOME セッションがタイムアウトしました タイムアウト
11001 株式新規注文 注文種別に誤りがあります 注文種別不正
11002 株式新規注文 親注文番号に誤りがあります 親注文番号不正
11003 株式新規注文 システム口座区分に誤りがあります システム口座区分不正
11004 株式新規注文 部店コードに誤りがあります 部店コード不正
11005 株式新規注文 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
11006 株式新規注文 譲渡益課税区分に誤りがあります 譲渡益課税区分不正
11007 株式新規注文 銘柄コードに誤りがあります 銘柄コード不正
11008 株式新規注文 市場に誤りがあります 市場不正
11009 株式新規注文 売買区分に誤りがあります 売買区分不正
11010 株式新規注文 執行条件に誤りがあります 執行条件不正
11011 株式新規注文 注文値段区分に誤りがあります 注文値段区分不正
11012 株式新規注文 注文値段に誤りがあります 注文値段不正
11013 株式新規注文 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
11014 株式新規注文 現金信用区分に誤りがあります 現金信用区分不正
11015 株式新規注文 空売り符号に誤りがあります 空売り符号不正
11016 株式新規注文 注文期日に誤りがあります 注文期日不正
11017 株式新規注文 逆指値注文種別に誤りがあります 逆指値注文種別不正
11018 株式新規注文 逆指値条件に誤りがあります 逆指値条件不正
11019 株式新規注文 逆指値値段区分に誤りがあります 逆指値値段区分不正
11020 株式新規注文 逆指値値段に誤りがあります 逆指値値段不正
11021 株式新規注文 接続に誤りがあります チャネル不正
11022 株式新規注文 接続に誤りがあります チャネル詳細不正
11023 株式新規注文 接続に誤りがあります ＩＰアドレス不正
11024 株式新規注文 建日種類に誤りがあります 建日種類不正（建日種類を1：個別指定以外に指定して、返済リストに建玉を列挙した場合にも発生）
11025 株式新規注文 建玉番号に誤りがあります 建玉番号不正
11026 株式新規注文 建玉順位に誤りがあります 建玉順位不正
11027 株式新規注文 建玉数量に誤りがあります 建玉数量不正
11028 株式新規注文 返済数量に誤りがあります 返済数量不正
11029 株式新規注文 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります 第二暗証番号省略フラグ不正
11030 株式新規注文 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
11031 株式新規注文 チェックのみフラグ不正
11032 株式新規注文 不成注文に成行が指定されています 不成注文に成行が指定されています
11033 株式新規注文 注文期限を指定する場合は、執行条件は｢無条件｣を指定して下さい。 期限付注文執行条件エラー
11034 株式新規注文 逆指値注文執行条件でエラーが発生しました 逆指値注文執行条件エラー
11035 株式新規注文 通常＋逆指値注文執行条件でエラーが発生しました 通常＋逆指値注文執行条件エラー
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11036 株式新規注文 子注文に執行条件でエラーが発生しました 子注文に執行条件エラー
11037 株式新規注文 子注文に注文期限でエラーが発生しました 子注文に注文期限エラー
11039 株式新規注文 端株に指値は指定出来ない 端株に指値は指定出来ない
11040 株式新規注文 非課税口座チャネルでエラーが発生しました 非課税口座チャネルエラー
11041 株式新規注文 非課税口座取引でエラーが発生しました（現物のみ） 非課税口座取引エラー（現物のみ）
11042 株式新規注文 非課税口座執行条件でエラーが発生しました（指定なしのみ） 非課税口座執行条件エラー（指定なしのみ）
11043 株式新規注文 非課税口座値段区分でエラーが発生しました（指値のみ） 非課税口座値段区分エラー（指値のみ）
11044 株式新規注文 非課税口座注文期限でエラーが発生しました（当日中のみ） 非課税口座注文期限エラー（当日中のみ）
11045 株式新規注文 非課税口座特殊注文でエラーが発生しました（特殊注文はできません） 非課税口座特殊注文エラー（特殊注文禁止）
11046 株式新規注文 弁済区分が選択されていません 弁済区分不正
11047 株式新規注文 ｢成行｣を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は｢指値｣に印を付けて下さい。 成行指値同時指定
11048 株式新規注文 通常＋逆指値値段でエラーが発生しました 通常＋逆指値値段エラー
11100 株式新規注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
11101 株式新規注文 運用ステータス(採用値幅)にデータがありません 運用ステータス(採用値幅)レコードなし
11102 株式新規注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(注文).受付停止
11103 株式新規注文 日付情報にデータがありません 日付情報レコードなし
11104 株式新規注文 銘柄がありません 銘柄マスタレコードなし
11105 株式新規注文 当該銘柄は売買停止中です 銘柄マスタ.売買停止エラー
11106 株式新規注文 当該銘柄は市場に直接お取り次ぎすることができません 銘柄マスタ.場伝票出力有無エラー
11107 株式新規注文 当該銘柄はNISA口座への買付ができません 銘柄マスタ.非課税口座エラー
11108 株式新規注文 銘柄市場マスタにデータがありません 銘柄市場マスタレコードなし
11109 株式新規注文 当該銘柄は前日終値がないため成行はできません 銘柄市場マスタ.前日終値なし(成行禁止)
11110 株式新規注文 当該銘柄は上場終了しています 銘柄市場マスタ.上場廃止日エラー
11111 株式新規注文 当該銘柄は上場前です 銘柄市場マスタ.新規上場日エラー
11112 株式新規注文 当該銘柄の売買単位の整数倍の数量を入力してください 銘柄マスタ.売買単位エラー
11113 株式新規注文 当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 銘柄市場マスタ.値幅エラー
11114 株式新規注文 銘柄市場マスタ.制度信用エラー
11115 株式新規注文 当該銘柄では新規売建はお取り扱いできません 銘柄市場マスタ.信用売建エラー
11116 株式新規注文 当該銘柄ではご指定の弁済区分での新規売建はお取り扱いできません 一般信用売建エラー
11117 株式新規注文 呼値にデータがありません 呼値レコードなし
11118 株式新規注文 正しい呼値の単位で単価を入力してください 呼値エラー
11119 株式新規注文 当該銘柄の信用属性でエラーが発生しました 銘柄市場マスタ.信用属性エラー
11120 株式新規注文 注文期日でエラーが発生しました 注文期日エラー
11121 株式新規注文 逆指値段には当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 逆指値段値幅エラー
11122 株式新規注文 逆指値段呼値にデータがありません 逆指値段呼値レコードなし
11123 株式新規注文 正しい呼値の単位で逆指値段を入力してください 逆指値段呼値エラー
11124 株式新規注文 執行単価が0以下です 執行値段マイナスエラー
11125 株式新規注文 システム別設定にデータがありません システム別設定レコードなし
11126 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません システム別設定.現物未実施
11127 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません システム別設定.制度信用未実施
11128 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません システム別設定.一般信用未実施
11129 株式新規注文 システム市場弁済別取扱条件にデータがありません システム市場弁済別取扱条件レコードなし
11130 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.現物買付取扱不可
11131 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.現物売付取扱不可
11132 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.信用新規取扱不可
11133 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.信用返済取扱不可
11134 株式新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.現受現渡取扱不可
11135 株式新規注文 当該市場ではお取引できません 市場別設定.取引不可
11136 株式新規注文 寄付注文はできません 商品市場別設定.執行条件寄付不可
11137 株式新規注文 引け注文はできません 商品市場別設定.執行条件引け不可
11138 株式新規注文 不成注文はできません 商品市場別設定.執行条件不成不可
11139 株式新規注文 連続注文はできません 商品市場別設定.連続注文不可
11140 株式新規注文 出来るまで注文はできません 商品市場別設定.出来るまで注文不可
11141 株式新規注文 当該銘柄はお取引できません 銘柄別市場別規制.停止区分取引禁止
11142 株式新規注文 当該銘柄の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.停止区分成行禁止
11143 株式新規注文 当該銘柄の買付の注文はできません 銘柄別市場別規制.現物買付取引禁止
11144 株式新規注文 当該銘柄の買付の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.現物買付成行禁止
11145 株式新規注文 当該銘柄の売付の注文はできません 銘柄別市場別規制.現物売付取引禁止
11146 株式新規注文 当該銘柄の売付の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.現物売付成行禁止
11147 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の新規買建注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買建取引禁止
11148 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買建成行禁止
11149 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の新規売建注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売建取引禁止
11150 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売建成行禁止
11151 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の買返済注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買返済取引禁止
11152 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買返済成行禁止
11153 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の売返済注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売返済取引禁止
11154 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売返済成行禁止
11155 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の新規買建注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買建取引禁止
11156 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買建成行禁止
11157 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の新規売建注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売建取引禁止
11158 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売建成行禁止
11159 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の買返済注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買返済取引禁止
11160 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買返済成行禁止
11161 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の売返済注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売返済取引禁止
11162 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売返済成行禁止
11163 株式新規注文 当該銘柄の事前調整取引はできません 銘柄別市場別規制.事前調整取引禁止
11164 株式新規注文 当該銘柄の即日入金取引はできません 銘柄別市場別規制.即日入金取引禁止
11165 株式新規注文 当該銘柄の即日入金取引の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.即日入金取引成行禁止
11166 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の現渡注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用現渡取引禁止
11167 株式新規注文 当該銘柄の制度信用の現引注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用現引取引禁止
11168 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の現渡注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用現渡済取引禁止
11169 株式新規注文 当該銘柄の一般信用の現引注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用現引取引禁止
11170 株式新規注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
11171 株式新規注文 市場別設定レコードがありません 市場別設定レコードなし
11172 株式新規注文 商品市場別設定レコードがありません 商品市場別設定レコードなし
11173 株式新規注文 当該銘柄の即日入金取引の期限付き注文はできません 銘柄別市場別規制.即日入金期限付き注文禁止
11174 株式新規注文 当該銘柄では特定口座でのお取り扱いはできません 銘柄マスタ.特定口座対象Ｃエラー
11175 株式新規注文 上場投信信託（ETF）は、上場日当日の８：００頃より、ご注文の入力が可能となります 銘柄市場マスタ.値幅ゼロ
11176 株式新規注文 当該銘柄の端株買付の注文はできません 銘柄別市場別規制.端株買付取引禁止
11177 株式新規注文 当該銘柄の端株売付の注文はできません 銘柄別市場別規制.端株売付取引禁止
11245 株式新規注文 システム状態にデータがありません システム状態レコードなし
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11246 株式新規注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
11247 株式新規注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
11288 株式新規注文 子注文同一銘柄でエラーが発生しました 子注文同一銘柄エラー
11289 株式新規注文 子注文件数が制限を超えています 子注文件数オーバー
11299 株式新規注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
11300 株式新規注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
11301 株式新規注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
11302 株式新規注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
11303 株式新規注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
11304 株式新規注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
11305 株式新規注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
11306 株式新規注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
11307 株式新規注文 特定口座が未開設です 口座管理.特定口座未開設
11308 株式新規注文 NISA口座が未開設です 口座管理.非課税口座未開設
11309 株式新規注文 信用口座が未開設です 口座管理.信用口座未開設
11310 株式新規注文 外国口座が未開設です 口座管理.外国口座未開設
11311 株式新規注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
11312 株式新規注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
11313 株式新規注文 インサイダファイルに問題があります インサイダファイル障害
11314 株式新規注文 当該注文はインサイダー情報に基づく注文ではない同意が無い為受付できません インサイダチェックエラー
11315 株式新規注文 特定投資家契約マスタファイルに問題があります 特定投資家契約マスタファイル障害
11316 株式新規注文 特定投資家契約マスタチェックでエラーが発生しました 特定投資家契約マスタチェックエラー
11317 株式新規注文 金商法交付書面ファイルに問題があります 金商法交付書面ファイル障害
11318 株式新規注文 金商法交付書面(当日分)ファイルに問題があります 金商法交付書面(当日更新分)ファイル障害
11319 株式新規注文 金商法交付書面チェックでエラーが発生しました 金商法交付書面チェックエラー
11320 株式新規注文 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
11321 株式新規注文 顧客銘柄別取引停止にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
11322 株式新規注文 お客様の当該銘柄における現物買付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物買付停止
11323 株式新規注文 お客様の当該銘柄における現物売付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物売付停止
11324 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規買建停止
11325 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規売建停止
11326 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用買返済停止
11327 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用売返済停止
11328 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用現引のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現引停止
11329 株式新規注文 お客様の当該銘柄における信用現渡のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現渡停止
11340 株式新規注文 市場別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 市場別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
11341 株式新規注文 当該市場での逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
11342 株式新規注文 当該市場での通常＋逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
11343 株式新規注文 商品別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 商品別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
11344 株式新規注文 逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
11345 株式新規注文 通常＋逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
11346 株式新規注文 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
11347 株式新規注文 当該銘柄は逆指値注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
11348 株式新規注文 当該銘柄は通常＋逆指値はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
11349 株式新規注文 当該銘柄は特殊執行注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.特殊執行注文不可
11350 株式新規注文 ハードリミット市場別ファイルに問題があります ハードリミット市場別ファイル障害
11351 株式新規注文 ハードリミット市場別にデータがありません ハードリミット市場別レコードなし
11352 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合1
11353 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合2
11354 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合3
11355 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合4
11356 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合5
11360 株式新規注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
11361 株式新規注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
11362 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買上限
11363 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売上限
11364 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
11365 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
11366 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
11367 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
11368 株式新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
11369 株式新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
11370 株式新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
11371 株式新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
11372 株式新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
11380 株式新規注文 注文できません。個別ファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
11381 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買上限
11382 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売上限
11383 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
11384 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
11385 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
11386 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
11387 株式新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
11388 株式新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
11389 株式新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
11390 株式新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
11391 株式新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
11400 株式新規注文 注文できません。通常ファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
11401 株式新規注文 注文できません。通常ファイルにデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
11402 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買上限
11403 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売上限
11404 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
11405 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
11406 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
11407 株式新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
11408 株式新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
11409 株式新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
11410 株式新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
11411 株式新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
11412 株式新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
11415 株式新規注文 空売り注文はできません 空売り規制(注文不可)
11416 株式新規注文 空売り成行注文はできません 空売り規制(成行不可)
11417 株式新規注文 空売り期限付き注文はできません 空売り規制(期限付き不可)
11420 株式新規注文 買付可能額が不足しています 買付可能額不足
11421 株式新規注文 売付可能数量が不足しています 売付可能数量不足
11422 株式新規注文 新規建余力は、%s 円です。ご注文に対して現金保証金が、%s 円不足しています。 信用新規建可能額不足
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11423 株式新規注文 現引可能額が不足しています 現引可能額不足
11424 株式新規注文 この注文単価では%s株までしか入力できません 売付可能数量不足
11425 株式新規注文 この注文単価ではこの注文株数は入力は出来ません 売付可能数量不足
11426 株式新規注文 この銘柄は日計りの対象となっているため、現在売付可能株数は%s株となります。ご注文された%s株を発注するためには、お預かり金が%s円不足しております。 売付可能数量不足
11427 株式新規注文 この銘柄は日計りの対象となっているため、余力が不足します。 売付可能数量不足
11428 株式新規注文 増担保の現金必要保証金が不足します。 現金必要保証金不足
11429 株式新規注文 信用新規建可能額が不足しています 信用新規建可能額不足
11430 株式新規注文 現在、この銘柄の買付可能額は、%s 円です。%s 円不足しているため、このご注文はお受けできません。(日計り取引銘柄等、銘柄によっては可能額の算出方法が異なるケースがあります。) 買付可能額不足
11440 株式新規注文 非課税口座管理ファイルに問題があります 非課税口座管理ファイル障害
11441 株式新規注文 非課税口座管理にデータがありません 非課税口座管理レコードなし
11442 株式新規注文 非課税口座管理更新でエラーが発生しました 非課税口座管理更新エラー
11443 株式新規注文 非課税口座可能額が不足しています 非課税口座可能額不足
11450 株式新規注文 顧客手数料ファイルに問題があります 顧客手数料ファイル障害
11451 株式新規注文 顧客手数料レコードなし
11460 株式新規注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
11461 株式新規注文 手数料マスタレコードなし
11470 株式新規注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
11471 株式新規注文 課税率マスタレコードなし
11480 株式新規注文 保管顧客課税別ファイルに問題があります 保管顧客課税別ファイル障害
11481 株式新規注文 選択した口座区分がお預かり銘柄と不一致のため、このご注文はお受けできません。 保管顧客課税別にデータがありません
11482 株式新規注文 売付可能な株数が不足しているため、このご注文はお受けできません。売却可能株数や注文一覧画面をご確認ください。 保管顧客課税別にデータがありません
11483 株式新規注文 保管顧客課税別にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード作成エラー
11484 株式新規注文 保管顧客課税別のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード更新エラー
11490 株式新規注文 信用建玉明細ファイルに問題があります 信用建玉明細ファイル障害
11491 株式新規注文 信用建玉明細にデータがありません 信用建玉明細レコードなし
11492 株式新規注文 信用建玉明細有効数量がありません 信用建玉明細有効数量なし
11493 株式新規注文 信用建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉明細レコード更新エラー
11494 株式新規注文 信用建玉残ファイルに問題があります 信用建玉残ファイル障害
11495 株式新規注文 信用建玉残にデータがありません 信用建玉残レコードなし
11496 株式新規注文 信用建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 信用建玉残レコード作成エラー
11497 株式新規注文 信用建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉残レコード更新エラー
11500 株式新規注文 顧客金銭ファイルに問題があります 顧客金銭ファイル障害
11501 株式新規注文 顧客金銭にデータがありません 顧客金銭レコードなし
11502 株式新規注文 顧客拘束金ファイルに問題があります 顧客拘束金ファイル障害
11503 株式新規注文 顧客拘束金にデータがありません 顧客拘束金レコードなし
11504 株式新規注文 顧客拘束金レコードレコード作成エラー
11505 株式新規注文 顧客拘束金レコード更新エラー
11509 株式新規注文 保証金率取得でエラーが発生しました 保証金率取得エラー
11510 株式新規注文 代用掛目ファイルに問題があります 代用掛目ファイル障害
11511 株式新規注文 日付情報ファイルに問題があります 日付情報ファイル障害
11512 株式新規注文 保管顧客別残ファイルに問題があります 保管顧客別残ファイル障害
11513 株式新規注文 保管顧客別残にデータがありません 保管顧客別残レコードなし
11514 株式新規注文 保管顧客別残にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード作成エラー
11515 株式新規注文 保管顧客別残のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード更新エラー
11516 株式新規注文 保証金推移ファイルに問題があります 保証金推移ファイル障害
11517 株式新規注文 保証金推移にデータがありません 保証金推移レコードなし
11518 株式新規注文 保証金推移にデータ作成でエラーが発生しました 保証金推移レコード作成エラー
11519 株式新規注文 保証金推移のデータ更新でエラーが発生しました 保証金推移レコード更新エラー
11520 株式新規注文 顧客当日取引情報ファイルに問題があります 顧客当日取引情報ファイル障害
11521 株式新規注文 顧客当日取引情報にデータがありません 顧客当日取引情報レコードなし
11522 株式新規注文 顧客当日取引情報にデータ作成でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード作成エラー
11523 株式新規注文 顧客当日取引情報のデータ更新でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード更新エラー
11524 株式新規注文 差金決済管理明細ファイルに問題があります 差金決済管理明細ファイル障害
11525 株式新規注文 差金決済管理明細にデータがありません 差金決済管理明細レコードなし
11526 株式新規注文 差金決済管理明細にデータ作成でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード作成エラー
11527 株式新規注文 差金決済管理明細のデータ更新でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード更新エラー
11530 株式新規注文 譲渡益台帳ファイルに問題が発生しました 譲渡益台帳ファイル障害
11531 株式新規注文 譲渡益台帳レコードがありません 譲渡益台帳レコードなし
11532 株式新規注文 譲渡益台帳レコード作成でエラーが発生しました 譲渡益台帳レコード作成エラー
11534 株式新規注文 譲渡益台帳レコード更新でエラーが発生しました 譲渡益台帳レコード更新エラー
11600 株式新規注文 注文番号（株式）ファイルに問題があります 注文番号（株式）ファイル障害
11601 株式新規注文 注文番号（株式）にデータがありません 注文番号（株式）レコードなし
11602 株式新規注文 建玉番号（株式）ファイルに問題があります 建玉番号（株式）ファイル障害
11603 株式新規注文 建玉番号（株式）にデータがありません 建玉番号（株式）レコードなし
11604 株式新規注文 親注文株式サマリファイルに問題があります 親注文株式サマリファイル障害
11605 株式新規注文 親注文株式サマリにデータがありません 親注文株式サマリレコードなし
11606 株式新規注文 親注文株式サマリ有効数量がありません 親注文株式サマリ有効数量なし
11607 株式新規注文 親注文株式サマリ数量を超えています 親注文株式サマリ数量オーバー
11608 株式新規注文 親注文株式サマリレコード更新エラー
11609 株式新規注文 株式サマリファイルに問題があります 株式サマリファイル障害
11610 株式新規注文 株式サマリにデータがありません 株式サマリレコードなし
11611 株式新規注文 株式サマリにデータ作成でエラーが発生しました 株式サマリレコード作成エラー
11612 株式新規注文 株式サマリのデータ更新でエラーが発生しました 株式サマリレコード更新エラー
11613 株式新規注文 株式明細ファイルに問題があります 株式明細ファイル障害
11614 株式新規注文 株式明細にデータがありません 株式明細レコードなし
11615 株式新規注文 株式明細更新でエラーが発生しました 株式明細更新エラー
11616 株式新規注文 株式明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式明細レコード作成エラー
11617 株式新規注文 株式注文約定履歴ファイルに問題があります 株式注文約定履歴ファイル障害
11618 株式新規注文 株式注文約定履歴作成でエラーが発生しました 株式注文約定履歴作成エラー
11621 株式新規注文 株式返済予約ファイルに問題があります 株式返済予約ファイル障害
11622 株式新規注文 株式返済予約にデータがありません 株式返済予約レコードなし
11623 株式新規注文 株式返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済予約レコード作成エラー
11624 株式新規注文 株式返済予約のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済予約レコード更新エラー
11625 株式新規注文 株式返済明細ファイルに問題があります 株式返済明細ファイル障害
11626 株式新規注文 株式返済明細にデータがありません 株式返済明細レコードなし
11627 株式新規注文 株式返済明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済明細レコード作成エラー
11628 株式新規注文 株式返済明細のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済明細レコード更新エラー
11640 株式新規注文 株式約定失効ファイルに問題があります 株式約定失効ファイル障害
11641 株式新規注文 株式約定失効にデータがありません 株式約定失効レコードなし
11642 株式新規注文 株式約定失効にデータ作成でエラーが発生しました 株式約定失効レコード作成エラー
11643 株式新規注文 株式約定失効のデータ更新でエラーが発生しました 株式約定失効レコード更新エラー
11645 株式新規注文 システム別設定ファイルに問題があります システム別設定ファイル障害
11646 株式新規注文 銘柄マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄マスタ（株式）ファイル障害
11647 株式新規注文 銘柄市場マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄市場マスタ（株式）ファイル障害
11648 株式新規注文 銘柄別・市場別規制（株式）ファイルに問題があります 銘柄別・市場別規制（株式）ファイル障害
11700 株式新規注文 運用ステータス(申告)にデータがありません 運用ステータス(申告)レコードなし
11701 株式新規注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(申告).受付停止
11702 株式新規注文 運用ステータス(連続注文)にデータがありません 運用ステータス(連続注文)レコードなし
11703 株式新規注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(連続注文).受付停止
11800 株式新規注文 余力制御ファイルに問題があります 余力制御ファイル障害
11802 株式新規注文 お客様のお取引を停止させていただいております 余力制御.取引停止
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11803 株式新規注文 お客様の信用新規建のお取引を停止させていただいております 余力制御.信用新規建停止
11806 株式新規注文 お客様のその他商品買付のお取引を停止させていただいております 余力制御.その他商品買付停止
11807 株式新規注文 追証で未入金があります 余力制御.追証未入金あり
11808 株式新規注文 お客様の現引、現渡のお取引を停止させていただいております 余力制御.現引現渡停止
11810 株式新規注文 二階建チェックファイルに問題があります 二階建チェックファイル障害
11811 株式新規注文 二階建チェックでエラーが発生しました 二階建チェックエラー
11820 株式新規注文 この銘柄には増担保規制が適用されております。増担保ファイルに問題があります。 増担保ファイル障害
11821 株式新規注文 この銘柄には増担保規制が適用されております。規制銘柄新規建余力は、%s円です。ご注文に対して現金保証金が、%s円不足しています。 増担保現金チェックエラー
11822 株式新規注文 この銘柄には増担保規制が適用されております。規制銘柄新規建余力は、%s円です。ご注文に対して現金保証金が、%s円不足しています。 増担保現金チェックエラー
11823 株式新規注文 この銘柄には増担保規制が適用されております。ご注文に対して現金保証金が不足しています。 増担保現金チェックエラー
11824 株式新規注文 この銘柄には増担保規制が適用されております。規制銘柄新規建余力が不足しています。 増担保保証金チェックエラー
11825 株式新規注文 ご注文に対して現金保証金が不足しています。 増担保現金チェックエラー
11826 株式新規注文 新規建余力は0円です。(最低保証金割れ) 最低保証金割れエラー
11830 株式新規注文 一極集中ファイル障害 一極集中ファイル障害
11831 株式新規注文 一極集中銘柄規制に抵触します。 一極集中チェックエラー
11832 株式新規注文 保証金率チェックファイル障害 保証金率チェックファイル障害
11833 株式新規注文 当社運用規制の為、注文は受付られません 保証金率チェックエラー
11834 株式新規注文 NISA注文抑止チェックファイル障害 NISA買付注文抑止チェックファイル障害
11835 株式新規注文 ＮＩＳＡロールオーバー期間の為、買付注文停止中です。 NISA買付注文抑止チェックエラー
11836 株式新規注文 NISA注文抑止チェックファイル障害 NISA売付注文抑止チェックファイル障害
11837 株式新規注文 ＮＩＳＡロールオーバー期間の為、対象年のお預りがある銘柄の売付注文停止中です。 NISA売付注文抑止チェックエラー
11900 株式新規注文 現物買付可能額取得でエラーが発生しました 現物買付可能額取得エラー
11901 株式新規注文 差金決済売付可能数量取得でエラーが発生しました 差金決済売付可能数量取得エラー
11902 株式新規注文 信用新規建可能額取得でエラーが発生しました 信用新規建可能額取得エラー
11903 株式新規注文 現引可能額取得でエラーが発生しました 現引可能額取得エラー
11904 株式新規注文 日計り拘束金取得でエラーが発生しました 日計り拘束金取得エラー
11991 株式新規注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
11992 株式新規注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
11993 株式新規注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
11994 株式新規注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
11997 株式新規注文 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
11998 株式新規注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
11999 株式新規注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
12001 株式訂正注文 注文番号に誤りがあります 注文番号不正
12002 株式訂正注文 営業日に誤りがあります 営業日不正
12003 株式訂正注文 市場に誤りがあります 市場不正
12004 株式訂正注文 執行条件訂正フラグに誤りがあります 執行条件訂正フラグ不正
12005 株式訂正注文 執行条件に誤りがあります 執行条件不正
12006 株式訂正注文 注文値段訂正フラグに誤りがあります 注文値段訂正フラグ不正
12007 株式訂正注文 注文値段区分に誤りがあります 注文値段区分不正
12008 株式訂正注文 注文値段に誤りがあります 注文値段不正
12009 株式訂正注文 注文数量訂正フラグに誤りがあります 注文数量訂正フラグ不正
12010 株式訂正注文 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
12011 株式訂正注文 注文期日訂正フラグに誤りがあります 注文期日訂正フラグ不正
12012 株式訂正注文 注文期日訂正フラグに誤りがあります 注文期日訂正フラグ不正
12013 株式訂正注文 逆指値値段条件訂正フラグに誤りがあります 逆指値値段条件訂正フラグ不正
12014 株式訂正注文 逆指値条件に誤りがあります 逆指値条件不正
12015 株式訂正注文 逆指値値段区分訂正フラグに誤りがあります 逆指値値段区分訂正フラグ不正
12016 株式訂正注文 逆指値値段区分に誤りがあります 逆指値値段区分不正
12017 株式訂正注文 逆指値値段に誤りがあります 逆指値値段不正
12018 株式訂正注文 接続チャネルに誤りがあります チャネル不正
12019 株式訂正注文 接続チャネル詳細に誤りがあります チャネル詳細不正
12020 株式訂正注文 オペレータに誤りがあります オペレータ不正
12021 株式訂正注文 ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
12022 株式訂正注文 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります 第二暗証番号省略フラグ不正
12023 株式訂正注文 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
12024 株式訂正注文 チェックのみフラグ不正
12032 株式訂正注文 不成注文に成行が指定されています 不成注文に成行が指定されています
12033 株式訂正注文 期限付き注文に執行条件の訂正はできません。 期限付注文執行条件エラー
12034 株式訂正注文 トリガー前の逆指値注文の執行条件は訂正できません。 逆指値注文執行条件エラー
12035 株式訂正注文 トリガー前の通常＋逆指値注文の執行条件は訂正できません。 通常＋逆指値注文執行条件エラー
12036 株式訂正注文 子注文に執行条件でエラーが発生しました 子注文に執行条件エラー
12037 株式訂正注文 子注文に注文期限でエラーが発生しました 子注文に注文期限エラー
12039 株式訂正注文 端株に指値は指定できません 端株に指値は指定出来ない
12040 株式訂正注文 ｢成行｣を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は｢指値｣に印を付けて下さい。 成行指値同時指定
12042 株式訂正注文 非課税口座執行条件で無条件以外のエラーが発生しました 非課税口座執行条件エラー（指定なしのみ）
12043 株式訂正注文 非課税口座値段区分でエラーが発生しました（指値のみ） 非課税口座値段区分エラー（指値のみ）
12044 株式訂正注文 非課税口座注文期限でエラーが発生しました（当日中のみ） 非課税口座注文期限エラー（当日中のみ）
12048 株式訂正注文 通常＋逆指値値段でエラーが発生しました 通常＋逆指値値段エラー
12050 株式訂正注文 通常注文の逆指値条件は訂正できません。 通常注文逆指値条件エラー
12051 株式訂正注文 通常注文の逆指値注文値段は訂正できません。 通常注文逆指値注文値段エラー
12052 株式訂正注文 トリガー前の逆指値注文の注文値段は訂正できません。 逆指値注文値段エラー
12053 株式訂正注文 トリガー前の通常＋逆指値注文の注文値段は訂正できません。 通常＋逆指値注文値段エラー
12110 株式訂正注文 執行条件変更がありません 執行条件変更なし
12111 株式訂正注文 注文数量変更がありません 注文数量変更なし
12112 株式訂正注文 注文値段変更がありません 注文値段変更なし
12113 株式訂正注文 注文期日変更がありません 注文期日変更なし
12114 株式訂正注文 逆指値条件変更がありません 逆指値条件変更なし
12115 株式訂正注文 逆指値注文値段変更なし
12116 株式訂正注文 変更項目がありません 変更項目なし
12120 株式訂正注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
12121 株式訂正注文 運用ステータス(採用値幅)にデータがありません 運用ステータス(採用値幅)レコードなし
12122 株式訂正注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(注文).受付停止
12130 株式訂正注文 日付情報にデータがありません 日付情報レコードなし
12140 株式訂正注文 銘柄マスタにデータがありません 銘柄マスタレコードなし
12151 株式訂正注文 銘柄市場マスタにデータがありません 銘柄市場マスタレコードなし
12152 株式訂正注文 銘柄市場マスタ.前日終値がありません 銘柄市場マスタ.前日終値なし
12153 株式訂正注文 当該銘柄の売買単位の整数倍の数量を入力してください 銘柄マスタ.売買単位エラー
12154 株式訂正注文 当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 銘柄市場マスタ.値幅エラー
12160 株式訂正注文 呼値にデータがありません 呼値レコードなし
12161 株式訂正注文 正しい呼値の単位で単価を入力してください 呼値エラー
12170 株式訂正注文 数量の増加はできません 増株訂正エラー
12180 株式訂正注文 注文期日でエラーが発生しました 注文期日エラー
12191 株式訂正注文 逆指値段には当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 逆指値段値幅エラー
12192 株式訂正注文 逆指値段呼値にデータがありません 逆指値段呼値レコードなし
12193 株式訂正注文 正しい呼値の単位で逆指値段を入力してください 逆指値段呼値エラー
12194 株式訂正注文 執行単価が0以下です 執行値段マイナスエラー
12199 株式訂正注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
12200 株式訂正注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.現物訂正取扱不可
12201 株式訂正注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.信用訂正取扱不可
12209 株式訂正注文 商品市場別設定レコードがありません 商品市場別設定レコードなし
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12210 株式訂正注文 数量と値段の同時訂正はできません 商品市場別設定.同時訂正不可
12211 株式訂正注文 寄付への訂正はできません 商品市場別設定.執行条件寄付不可
12212 株式訂正注文 引けへの訂正はできません 商品市場別設定.執行条件引け不可
12213 株式訂正注文 不成への訂正はできません 商品市場別設定.執行条件不成不可
12214 株式訂正注文 連続注文の訂正はできません 商品市場別設定.連続注文不可
12215 株式訂正注文 出来るまで注文の訂正はできません 商品市場別設定.出来るまで注文不可
12220 株式訂正注文 当該銘柄はお取引できません 銘柄別市場別規制.停止区分取引禁止
12221 株式訂正注文 当該銘柄の現物買付の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.現物買付成行禁止
12222 株式訂正注文 当該銘柄の現物売付の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.現物売付成行禁止
12223 株式訂正注文 当該銘柄の制度信用の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買建成行禁止
12224 株式訂正注文 当該銘柄の制度信用の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売建成行禁止
12225 株式訂正注文 当該銘柄の制度信用の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用買返済成行禁止
12226 株式訂正注文 当該銘柄の制度信用の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.制度信用売返済成行禁止
12227 株式訂正注文 当該銘柄の一般信用の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買建成行禁止
12228 株式訂正注文 当該銘柄の一般信用の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売建成行禁止
12229 株式訂正注文 当該銘柄の一般信用の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用買返済成行禁止
12230 株式訂正注文 当該銘柄の一般信用の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.一般信用売返済成行禁止
12240 株式訂正注文 当該銘柄の即日入金取引の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.即日入金取引成行禁止
12241 株式訂正注文 空売り注文は成行に訂正できません 空売り注文成行訂正エラー
12245 株式訂正注文 システム状態.データがありません システム状態レコードなし
12246 株式訂正注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
12247 株式訂正注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
12290 株式訂正注文 注文処理中です 注文処理中
12291 株式訂正注文 訂正中です。時間を置いてからお試し下さい。 訂正中
12292 株式訂正注文 取消中です 取消中
12293 株式訂正注文 失効済みです 失効済み
12294 株式訂正注文 約定済みです 約定済み
12295 株式訂正注文 取消済みです 取消済み
12296 株式訂正注文 トリガー発動済みです トリガー発動済み
12297 株式訂正注文 強制決済中ですので、この操作はできません 強制決済中
12298 株式訂正注文 訂正数量に誤りがあります 訂正数量エラー
12299 株式訂正注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
12300 株式訂正注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
12301 株式訂正注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
12302 株式訂正注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
12303 株式訂正注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
12304 株式訂正注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
12305 株式訂正注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
12306 株式訂正注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
12307 株式訂正注文 口座管理.特定口座が未開設です 口座管理.特定口座未開設
12308 株式訂正注文 口座管理.非課税口座が未開設です 口座管理.非課税口座未開設
12309 株式訂正注文 口座管理.信用口座が未開設です 口座管理.信用口座未開設
12311 株式訂正注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
12312 株式訂正注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
12313 株式訂正注文 インサイダファイルに問題があります インサイダファイル障害
12314 株式訂正注文 当該注文はインサイダー情報に基づく注文ではない同意が無い為受付できません インサイダチェックエラー
12315 株式訂正注文 特定投資家契約マスタファイルに問題があります 特定投資家契約マスタファイル障害
12316 株式訂正注文 特定投資家契約マスタチェックでエラーが発生しました 特定投資家契約マスタチェックエラー
12317 株式訂正注文 金商法交付書面ファイルに問題があります 金商法交付書面ファイル障害
12318 株式訂正注文 金商法交付書面(当日分)ファイルに問題があります 金商法交付書面(当日分)ファイル障害
12319 株式訂正注文 金商法交付書面チェックでエラーが発生しました 金商法交付書面チェックエラー
12320 株式訂正注文 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
12321 株式訂正注文 顧客銘柄別取引停止にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
12322 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における現物買付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物買付停止
12323 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における現物売付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物売付停止
12324 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規買建停止
12325 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規売建停止
12326 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用買返済停止
12327 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用売返済停止
12328 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用現引のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現引停止
12329 株式訂正注文 お客様の当該銘柄における信用現渡のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現渡停止
12340 株式訂正注文 市場別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 市場別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
12341 株式訂正注文 当該市場での逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
12342 株式訂正注文 当該市場での通常＋逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
12343 株式訂正注文 商品別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 商品別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
12344 株式訂正注文 逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
12345 株式訂正注文 通常＋逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
12346 株式訂正注文 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
12347 株式訂正注文 当該銘柄は逆指値注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
12348 株式訂正注文 当該銘柄は通常＋逆指値はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
12349 株式訂正注文 当該銘柄は特殊執行注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.特殊執行注文不可
12350 株式訂正注文 ハードリミット市場別ファイルに問題があります ハードリミット市場別ファイル障害
12351 株式訂正注文 ハードリミット市場別にデータがありません ハードリミット市場別レコードなし
12352 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合1
12353 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合2
12354 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合3
12355 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合4
12356 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合5
12360 株式訂正注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
12361 株式訂正注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
12362 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買上限
12363 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売上限
12364 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
12365 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
12366 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
12367 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
12368 株式訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
12369 株式訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
12370 株式訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
12371 株式訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
12372 株式訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
12380 株式訂正注文 注文できません。個別ファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
12381 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買上限
12382 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売上限
12383 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
12384 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
12385 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
12386 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
12387 株式訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
12388 株式訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
12389 株式訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
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12390 株式訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
12391 株式訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
12400 株式訂正注文 注文できません。通常ファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
12401 株式訂正注文 注文できません。通常にデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
12402 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買上限
12403 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売上限
12404 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
12405 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
12406 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
12407 株式訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
12408 株式訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
12409 株式訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
12410 株式訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
12411 株式訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
12412 株式訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
12415 株式訂正注文 空売り注文はできません 空売り規制(注文不可)
12416 株式訂正注文 空売り注文は成行に訂正できません 空売り規制(成行不可)
12417 株式訂正注文 空売り期限付き注文はできません 空売り規制(期限付き不可)
12420 株式訂正注文 買付可能額が不足しています 買付可能額不足
12421 株式訂正注文 売付可能株数が不足しているため、この後注文はお受けできません 売付可能数量不足
12422 株式訂正注文 新規建余力は、%s 円です。ご注文に対して現金保証金が、%s 円不足しています。 信用新規建可能額不足
12423 株式訂正注文 現引可能額が不足しています 現引可能額不足
12426 株式訂正注文 この銘柄は日計りの対象となっているため、この訂正により、お預かり金が不足します。 売付可能数量不足
12428 株式訂正注文 増担保の現金必要保証金が不足します。 現金必要保証金不足
12429 株式訂正注文 信用新規建可能額が不足しています 信用新規建可能額不足
12430 株式訂正注文 現在、この銘柄の買付可能額は、%s 円です。%s 円不足しているため、このご注文はお受けできません。(日計り取引銘柄等、銘柄によっては可能額の算出方法が異なるケースがあります。) 買付可能額不足
12440 株式訂正注文 非課税口座管理ファイルに問題があります 非課税口座管理ファイル障害
12441 株式訂正注文 非課税口座管理にデータがありません 非課税口座管理レコードなし
12442 株式訂正注文 非課税口座管理更新でエラーが発生しました 非課税口座管理更新エラー
12443 株式訂正注文 非課税口座可能額が不足しています 非課税口座可能額不足
12450 株式訂正注文 顧客手数料ファイルに問題があります 顧客手数料ファイル障害
12451 株式訂正注文 顧客手数料レコードなし
12460 株式訂正注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
12461 株式訂正注文 手数料マスタレコードなし
12470 株式訂正注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
12471 株式訂正注文 課税率マスタレコードなし
12480 株式訂正注文 保管顧客課税別ファイルに問題があります 保管顧客課税別ファイル障害
12481 株式訂正注文 選択した口座区分がお預かり銘柄と不一致のため、このご注文はお受けできません。 保管顧客課税別にデータがありません
12482 株式訂正注文 売付可能な株数が不足しているため、このご注文はお受けできません。売却可能株数や注文一覧画面をご確認ください。 保管顧客課税別有効数量がありません
12483 株式訂正注文 保管顧客課税別にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード作成エラー
12484 株式訂正注文 保管顧客課税別のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード更新エラー
12490 株式訂正注文 信用建玉明細ファイルに問題があります 信用建玉明細ファイル障害
12491 株式訂正注文 信用建玉明細にデータがありません 信用建玉明細レコードなし
12492 株式訂正注文 信用建玉明細有効数量がありません 信用建玉明細有効数量なし
12493 株式訂正注文 信用建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉明細レコード更新エラー
12494 株式訂正注文 信用建玉残ファイルに問題があります 信用建玉残ファイル障害
12495 株式訂正注文 信用建玉残にデータがありません 信用建玉残レコードなし
12496 株式訂正注文 信用建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 信用建玉残レコード作成エラー
12497 株式訂正注文 信用建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉残レコード更新エラー
12500 株式訂正注文 顧客金銭ファイルに問題があります 顧客金銭ファイル障害
12501 株式訂正注文 顧客金銭にデータがありません 顧客金銭レコードなし
12502 株式訂正注文 顧客拘束金ファイルに問題があります 顧客拘束金ファイル障害
12503 株式訂正注文 顧客拘束金にデータがありません 顧客拘束金レコードなし
12504 株式訂正注文 顧客拘束金レコードレコード作成エラー
12505 株式訂正注文 顧客拘束金レコード更新エラー
12509 株式訂正注文 保証金率取得でエラーが発生しました 保証金率取得エラー
12510 株式訂正注文 代用掛目ファイルに問題があります 代用掛目ファイル障害
12511 株式訂正注文 日付情報ファイルに問題があります 日付情報ファイル障害
12512 株式訂正注文 保管顧客別残ファイルに問題があります 保管顧客別残ファイル障害
12513 株式訂正注文 保管顧客別残にデータがありません 保管顧客別残レコードなし
12514 株式訂正注文 保管顧客別残にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード作成エラー
12515 株式訂正注文 保管顧客別残のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード更新エラー
12516 株式訂正注文 保証金推移ファイルに問題があります 保証金推移ファイル障害
12517 株式訂正注文 保証金推移にデータがありません 保証金推移レコードなし
12518 株式訂正注文 保証金推移にデータ作成でエラーが発生しました 保証金推移レコード作成エラー
12519 株式訂正注文 保証金推移のデータ更新でエラーが発生しました 保証金推移レコード更新エラー
12520 株式訂正注文 顧客当日取引情報ファイルに問題があります 顧客当日取引情報ファイル障害
12521 株式訂正注文 顧客当日取引情報にデータがありません 顧客当日取引情報レコードなし
12522 株式訂正注文 顧客当日取引情報にデータ作成でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード作成エラー
12523 株式訂正注文 顧客当日取引情報のデータ更新でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード更新エラー
12524 株式訂正注文 差金決済管理明細ファイルに問題があります 差金決済管理明細ファイル障害
12525 株式訂正注文 差金決済管理明細にデータがありません 差金決済管理明細レコードなし
12526 株式訂正注文 差金決済管理明細にデータ作成でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード作成エラー
12527 株式訂正注文 差金決済管理明細のデータ更新でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード更新エラー
12600 株式訂正注文 注文番号（株式）ファイルに問題があります 注文番号（株式）ファイル障害
12601 株式訂正注文 注文番号（株式）にデータがありません 注文番号（株式）レコードなし
12602 株式訂正注文 建玉番号（株式）ファイルに問題があります 建玉番号（株式）ファイル障害
12603 株式訂正注文 建玉番号（株式）にデータがありません 建玉番号（株式）レコードなし
12604 株式訂正注文 親注文株式サマリファイルに問題があります 親注文株式サマリファイル障害
12605 株式訂正注文 親注文株式サマリにデータがありません 親注文株式サマリレコードなし
12606 株式訂正注文 親注文株式サマリ有効数量がありません 親注文株式サマリ有効数量なし
12607 株式訂正注文 親注文株式サマリ数量を超えています 親注文株式サマリ数量オーバー
12608 株式訂正注文 親注文株式サマリレコード更新エラー
12609 株式訂正注文 株式サマリファイルに問題があります 株式サマリファイル障害
12610 株式訂正注文 株式サマリにデータがありません 株式サマリレコードなし
12611 株式訂正注文 株式サマリにデータ作成でエラーが発生しました 株式サマリレコード作成エラー
12612 株式訂正注文 株式サマリのデータ更新でエラーが発生しました 株式サマリレコード更新エラー
12613 株式訂正注文 株式明細ファイルに問題があります 株式明細ファイル障害
12614 株式訂正注文 株式明細にデータがありません 株式明細レコードなし
12615 株式訂正注文 株式明細更新でエラーが発生しました 株式明細更新エラー
12616 株式訂正注文 株式明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式明細レコード作成エラー
12617 株式訂正注文 株式注文約定履歴ファイルに問題があります 株式注文約定履歴ファイル障害
12618 株式訂正注文 株式注文約定履歴作成でエラーが発生しました 株式注文約定履歴作成エラー
12621 株式訂正注文 株式返済予約ファイルに問題があります 株式返済予約ファイル障害
12622 株式訂正注文 株式返済予約にデータがありません 株式返済予約レコードなし
12623 株式訂正注文 株式返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済予約レコード作成エラー
12624 株式訂正注文 株式返済予約のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済予約レコード更新エラー
12625 株式訂正注文 株式返済明細ファイルに問題があります 株式返済明細ファイル障害
12626 株式訂正注文 株式返済明細にデータがありません 株式返済明細レコードなし
12627 株式訂正注文 株式返済明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済明細レコード作成エラー
12628 株式訂正注文 株式返済明細のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済明細レコード更新エラー
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12640 株式訂正注文 株式約定失効ファイルに問題があります 株式約定失効ファイル障害
12641 株式訂正注文 株式約定失効にデータがありません 株式約定失効レコードなし
12642 株式訂正注文 株式約定失効にデータ作成でエラーが発生しました 株式約定失効レコード作成エラー
12643 株式訂正注文 株式約定失効のデータ更新でエラーが発生しました 株式約定失効レコード更新エラー
12645 株式訂正注文 システム別設定ファイルに問題があります システム別設定ファイル障害
12646 株式訂正注文 銘柄マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄マスタ（株式）ファイル障害
12647 株式訂正注文 銘柄市場マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄市場マスタ（株式）ファイル障害
12700 株式訂正注文 運用ステータス(申告)にデータがありません 運用ステータス(申告)レコードなし
12701 株式訂正注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(申告).受付停止
12702 株式訂正注文 運用ステータス(連続注文)にデータがありません 運用ステータス(連続注文)レコードなし
12703 株式訂正注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(連続注文).受付停止
12800 株式訂正注文 余力制御ファイルに問題があります 余力制御ファイル障害
12802 株式訂正注文 余力制御.取引制限のため受付を停止しています 余力制御.取引停止
12803 株式訂正注文 余力制御.取引制限のため信用新規建の受付を停止しています 余力制御.信用新規建停止
12806 株式訂正注文 余力制御.取引制限のためその他商品買付の受付を停止しています 余力制御.その他商品買付停止
12807 株式訂正注文 追証の未入金があるため受付できません 余力制御.追証未入金あり
12810 株式訂正注文 二階建チェックファイルに問題があります 二階建チェックファイル障害
12811 株式訂正注文 二階建チェックでエラーが発生しました 二階建チェックエラー
12820 株式訂正注文 増担保ファイルに問題があります 増担保ファイル障害
12821 株式訂正注文 規制銘柄新規建余力は、%s円です。ご注文に対して現金保証金が、%s円不足しています。 増担保現金チェックエラー
12822 株式訂正注文 規制銘柄新規建余力は、%s円です。ご注文に対して現金保証金が、%s円不足しています。 増担保現金チェックエラー
12823 株式訂正注文 ご注文に対して現金保証金が不足しています。 増担保現金チェックエラー
12824 株式訂正注文 規制銘柄新規建余力が不足しています。 増担保保証金チェックエラー
12826 株式訂正注文 新規建余力は0円です。(最低保証金割れ) 最低保証金割れエラー
12830 株式訂正注文 一極集中ファイル障害 一極集中ファイル障害
12831 株式訂正注文 一極集中銘柄規制に抵触します。 一極集中チェックエラー
12832 株式訂正注文 保証金率ファイル障害 保証金率ファイル障害
12833 株式訂正注文 当社運用規制の為、注文は受付られません 保証金率チェックエラー
12900 株式訂正注文 現物買付可能額取得でエラーが発生しました 現物買付可能額取得エラー
12901 株式訂正注文 差金決済売付可能数量取得でエラーが発生しました 差金決済売付可能数量取得エラー
12902 株式訂正注文 信用新規建可能額取得でエラーが発生しました 信用新規建可能額取得エラー
12903 株式訂正注文 現引可能額取得でエラーが発生しました 現引可能額取得エラー
12991 株式訂正注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
12992 株式訂正注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
12993 株式訂正注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
12994 株式訂正注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
12997 株式訂正注文 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
12998 株式訂正注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
12999 株式訂正注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
13001 株式取消注文 注文番号に誤りがあります 注文番号不正
13002 株式取消注文 営業日に誤りがあります 営業日不正
13018 株式取消注文 接続に誤りがあります チャネル不正
13019 株式取消注文 接続詳細に誤りがあります チャネル詳細不正
13020 株式取消注文 オペレータに誤りがあります オペレータ不正
13021 株式取消注文 ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
13022 株式取消注文 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります 第二暗証番号省略フラグ不正
13023 株式取消注文 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
13100 株式取消注文 株式サマリにデータがありません 株式サマリレコードなし
13120 株式取消注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
13122 株式取消注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(注文).受付停止
13130 株式取消注文 日付情報にデータがありません 日付情報レコードなし
13199 株式取消注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
13200 株式取消注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.現物取消取扱不可
13201 株式取消注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.信用取消取扱不可
13245 株式取消注文 システム状態にデータがありません システム状態レコードなし
13246 株式取消注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
13247 株式取消注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
13290 株式取消注文 注文処理中です。 注文処理中
13291 株式取消注文 訂正中です 訂正中
13292 株式取消注文 取消中です 取消中
13293 株式取消注文 失効済みです 失効済み
13294 株式取消注文 約定済みです 約定済み
13295 株式取消注文 取消済みです 取消済み
13296 株式取消注文 トリガー発動済みです トリガー発動済み
13297 株式取消注文 強制決済中ですので、この操作はできません 強制決済中
13299 株式取消注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
13300 株式取消注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
13301 株式取消注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
13302 株式取消注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
13303 株式取消注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
13304 株式取消注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
13305 株式取消注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
13306 株式取消注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
13307 株式取消注文 口座管理.特定口座が未開設です 口座管理.特定口座未開設
13308 株式取消注文 口座管理.非課税口座が未開設です 口座管理.非課税口座未開設
13309 株式取消注文 口座管理.信用口座が未開設です 口座管理.信用口座未開設
13311 株式取消注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
13312 株式取消注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
13313 株式取消注文 インサイダファイルに問題があります インサイダファイル障害
13314 株式取消注文 当該注文はインサイダー情報に基づく注文ではない同意が無い為受付できません インサイダチェックエラー
13315 株式取消注文 特定投資家契約マスタファイルに問題があります 特定投資家契約マスタファイル障害
13316 株式取消注文 特定投資家契約マスタチェックでエラーが発生しました 特定投資家契約マスタチェックエラー
13317 株式取消注文 金商法交付書面ファイルに問題があります 金商法交付書面ファイル障害
13318 株式取消注文 金商法交付書面(当日分)ファイルに問題があります 金商法交付書面(当日分)ファイル障害
13319 株式取消注文 金商法交付書面チェックでエラーが発生しました 金商法交付書面チェックエラー
13320 株式取消注文 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
13321 株式取消注文 顧客銘柄別取引停止にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
13322 株式取消注文 お客様の当該銘柄における現物買付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物買付停止
13323 株式取消注文 お客様の当該銘柄における現物売付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.現物売付停止
13324 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規買建停止
13325 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用新規売建停止
13326 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用買返済停止
13327 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用売返済停止
13328 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用現引のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現引停止
13329 株式取消注文 お客様の当該銘柄における信用現渡のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.信用現渡停止
13340 株式取消注文 市場別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 市場別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
13341 株式取消注文 当該市場での逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
13342 株式取消注文 当該市場での通常＋逆指値注文の受付を停止しています 市場別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
13343 株式取消注文 商品別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 商品別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
13344 株式取消注文 逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
13345 株式取消注文 通常＋逆指値注文の受付を停止しています 商品別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
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13346 株式取消注文 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイル障害
13347 株式取消注文 当該銘柄は逆指値注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止
13348 株式取消注文 当該銘柄は通常＋逆指値はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.通常＋逆指値停止
13349 株式取消注文 当該銘柄は特殊執行注文はできません 銘柄別特殊執行注文取扱停止.特殊執行注文不可
13350 株式取消注文 ハードリミット市場別ファイルに問題があります ハードリミット市場別ファイル障害
13351 株式取消注文 ハードリミット市場別にデータがありません ハードリミット市場別レコードなし
13352 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合1
13353 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合2
13354 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合3
13355 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合4
13356 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット市場別.発注割合5
13360 株式取消注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
13361 株式取消注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
13362 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買上限
13363 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売上限
13364 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
13365 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
13366 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
13367 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
13368 株式取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
13369 株式取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
13370 株式取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
13371 株式取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
13372 株式取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
13380 株式取消注文 注文できません。個別ファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
13381 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買上限
13382 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売上限
13383 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
13384 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
13385 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
13386 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
13387 株式取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
13388 株式取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
13389 株式取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
13390 株式取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
13391 株式取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
13400 株式取消注文 注文できません。通常ファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
13401 株式取消注文 注文できません。通常にデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
13402 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買上限
13403 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売上限
13404 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
13405 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
13406 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
13407 株式取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
13408 株式取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
13409 株式取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
13410 株式取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
13411 株式取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
13412 株式取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
13415 株式取消注文 空売り注文はできません 空売り規制(注文不可)
13416 株式取消注文 空売り成行注文はできません 空売り規制(成行不可)
13417 株式取消注文 空売り期限付き注文はできません 空売り規制(期限付き不可)
13420 株式取消注文 買付可能額が不足しています 買付可能額不足
13421 株式取消注文 売付可能数量が不足しています 売付可能数量不足
13422 株式取消注文 信用新規建可能額が不足しています 信用新規建可能額不足
13423 株式取消注文 現引可能額が不足しています 現引可能額不足
13440 株式取消注文 非課税口座管理ファイルに問題があります 非課税口座管理ファイル障害
13441 株式取消注文 非課税口座管理にデータがありません 非課税口座管理レコードなし
13442 株式取消注文 非課税口座管理更新でエラーが発生しました 非課税口座管理更新エラー
13443 株式取消注文 非課税口座可能額が不足しています 非課税口座可能額不足
13450 株式取消注文 顧客手数料ファイルに問題があります 顧客手数料ファイル障害
13451 株式取消注文 顧客手数料レコードなし
13460 株式取消注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
13461 株式取消注文 手数料マスタレコードなし
13470 株式取消注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
13471 株式取消注文 課税率マスタレコードなし
13480 株式取消注文 保管顧客課税別ファイルに問題があります 保管顧客課税別ファイル障害
13481 株式取消注文 選択した口座区分がお預かり銘柄と不一致のため、このご注文はお受けできません。 保管顧客課税別有効数量がありません
13482 株式取消注文 売り超過になります。取消できません。 保管顧客課税別有効数量なし
13483 株式取消注文 保管顧客課税別にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード作成エラー
13484 株式取消注文 保管顧客課税別のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客課税別レコード更新エラー
13490 株式取消注文 信用建玉明細ファイルに問題があります 信用建玉明細ファイル障害
13491 株式取消注文 信用建玉明細にデータがありません 信用建玉明細レコードなし
13492 株式取消注文 信用建玉明細有効数量がありません 信用建玉明細有効数量なし
13493 株式取消注文 信用建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉明細レコード更新エラー
13494 株式取消注文 信用建玉残ファイルに問題があります 信用建玉残ファイル障害
13495 株式取消注文 信用建玉残にデータがありません 信用建玉残レコードなし
13496 株式取消注文 信用建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 信用建玉残レコード作成エラー
13497 株式取消注文 信用建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 信用建玉残レコード更新エラー
13500 株式取消注文 顧客金銭ファイルに問題があります 顧客金銭ファイル障害
13501 株式取消注文 顧客金銭にデータがありません 顧客金銭レコードなし
13502 株式取消注文 顧客拘束金ファイルに問題があります 顧客拘束金ファイル障害
13503 株式取消注文 顧客拘束金にデータがありません 顧客拘束金レコードなし
13504 株式取消注文 顧客拘束金レコードレコード作成エラー
13505 株式取消注文 顧客拘束金レコード更新エラー
13509 株式取消注文 保証金率取得でエラーが発生しました 保証金率取得エラー
13510 株式取消注文 代用掛目ファイルに問題があります 代用掛目ファイル障害
13511 株式取消注文 日付情報ファイルに問題があります 日付情報ファイル障害
13512 株式取消注文 保管顧客別残ファイルに問題があります 保管顧客別残ファイル障害
13513 株式取消注文 保管顧客別残にデータがありません 保管顧客別残レコードなし
13514 株式取消注文 保管顧客別残にデータ作成でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード作成エラー
13515 株式取消注文 保管顧客別残のデータ更新でエラーが発生しました 保管顧客別残レコード更新エラー
13516 株式取消注文 保証金推移ファイルに問題があります 保証金推移ファイル障害
13517 株式取消注文 保証金推移にデータがありません 保証金推移レコードなし
13518 株式取消注文 保証金推移にデータ作成でエラーが発生しました 保証金推移レコード作成エラー
13519 株式取消注文 保証金推移のデータ更新でエラーが発生しました 保証金推移レコード更新エラー
13520 株式取消注文 顧客当日取引情報ファイルに問題があります 顧客当日取引情報ファイル障害
13521 株式取消注文 顧客当日取引情報にデータがありません 顧客当日取引情報レコードなし
13522 株式取消注文 顧客当日取引情報にデータ作成でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード作成エラー
13523 株式取消注文 顧客当日取引情報のデータ更新でエラーが発生しました 顧客当日取引情報レコード更新エラー
13524 株式取消注文 差金決済管理明細ファイルに問題があります 差金決済管理明細ファイル障害
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13525 株式取消注文 差金決済管理明細にデータがありません 差金決済管理明細レコードなし
13526 株式取消注文 差金決済管理明細にデータ作成でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード作成エラー
13527 株式取消注文 差金決済管理明細のデータ更新でエラーが発生しました 差金決済管理明細レコード更新エラー
13530 株式取消注文 譲渡益台帳ファイルに問題が発生しました 譲渡益台帳ファイル障害
13531 株式取消注文 譲渡益台帳レコードがありません 譲渡益台帳レコードなし
13532 株式取消注文 譲渡益台帳レコード作成でエラーが発生しました 譲渡益台帳レコード作成エラー
13534 株式取消注文 譲渡益台帳レコード更新でエラーが発生しました 譲渡益台帳レコード更新エラー
13600 株式取消注文 注文番号（株式）ファイルに問題があります 注文番号（株式）ファイル障害
13601 株式取消注文 注文番号（株式）にデータがありません 注文番号（株式）レコードなし
13602 株式取消注文 建玉番号（株式）ファイルに問題があります 建玉番号（株式）ファイル障害
13603 株式取消注文 建玉番号（株式）にデータがありません 建玉番号（株式）レコードなし
13604 株式取消注文 親注文株式サマリファイルに問題があります 親注文株式サマリファイル障害
13605 株式取消注文 親注文株式サマリにデータがありません 親注文株式サマリレコードなし
13606 株式取消注文 親注文株式サマリ有効数量がありません 親注文株式サマリ有効数量なし
13607 株式取消注文 親注文株式サマリ数量を超えています 親注文株式サマリ数量オーバー
13608 株式取消注文 親注文株式サマリレコード更新エラー
13609 株式取消注文 株式サマリファイルに問題があります 株式サマリファイル障害
13610 株式取消注文 株式サマリにデータがありません 株式サマリレコードなし
13611 株式取消注文 株式サマリにデータ作成でエラーが発生しました 株式サマリレコード作成エラー
13612 株式取消注文 株式サマリのデータ更新でエラーが発生しました 株式サマリレコード更新エラー
13613 株式取消注文 株式明細ファイルに問題があります 株式明細ファイル障害
13614 株式取消注文 株式明細にデータがありません 株式明細レコードなし
13615 株式取消注文 株式明細更新でエラーが発生しました 株式明細更新エラー
13616 株式取消注文 株式明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式明細レコード作成エラー
13617 株式取消注文 株式注文約定履歴ファイルに問題があります 株式注文約定履歴ファイル障害
13618 株式取消注文 株式注文約定履歴作成でエラーが発生しました 株式注文約定履歴作成エラー
13621 株式取消注文 株式返済予約ファイルに問題があります 株式返済予約ファイル障害
13622 株式取消注文 株式返済予約にデータがありません 株式返済予約レコードなし
13623 株式取消注文 株式返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済予約レコード作成エラー
13624 株式取消注文 株式返済予約のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済予約レコード更新エラー
13625 株式取消注文 株式返済明細ファイルに問題があります 株式返済明細ファイル障害
13626 株式取消注文 株式返済明細にデータがありません 株式返済明細レコードなし
13627 株式取消注文 株式返済明細にデータ作成でエラーが発生しました 株式返済明細レコード作成エラー
13628 株式取消注文 株式返済明細のデータ更新でエラーが発生しました 株式返済明細レコード更新エラー
13640 株式取消注文 株式約定失効ファイルに問題があります 株式約定失効ファイル障害
13641 株式取消注文 株式約定失効にデータがありません 株式約定失効レコードなし
13642 株式取消注文 株式約定失効にデータ作成でエラーが発生しました 株式約定失効レコード作成エラー
13643 株式取消注文 株式約定失効のデータ更新でエラーが発生しました 株式約定失効レコード更新エラー
13645 株式取消注文 システム別設定ファイルに問題があります システム別設定ファイル障害
13646 株式取消注文 銘柄マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄マスタ（株式）ファイル障害
13647 株式取消注文 銘柄市場マスタ（株式）ファイルに問題があります 銘柄市場マスタ（株式）ファイル障害
13700 株式取消注文 運用ステータス(申告)にデータがありません 運用ステータス(申告)レコードなし
13701 株式取消注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(申告).受付停止
13702 株式取消注文 運用ステータス(連続注文)にデータがありません 運用ステータス(連続注文)レコードなし
13703 株式取消注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(連続注文).受付停止
13800 株式取消注文 余力制御ファイルに問題があります 余力制御ファイル障害
13802 株式取消注文 余力制御.取引停止 余力制御.取引停止
13803 株式取消注文 余力制御.信用新規建停止 余力制御.信用新規建停止
13806 株式取消注文 余力制御.その他商品買付停止 余力制御.その他商品買付停止
13807 株式取消注文 追証の未入金があります 余力制御.追証未入金あり
13991 株式取消注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
13992 株式取消注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
13993 株式取消注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
13994 株式取消注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
13997 株式取消注文 ネットワークでエラーが発生しました ネットエラー
13998 株式取消注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
13999 株式取消注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
14001 IPO新規申込 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
14002 IPO新規申込 指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 IPO銘柄マスタに存在しない
14003 IPO新規申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 申込入力期間外
14004 IPO新規申込 申告価格をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 申込値段区分不正
14005 IPO新規申込 入力された銘柄は現在、成行規制中となっております。 成行禁止
14006 IPO新規申込 申告価格が仮条件を超えています。ご確認の上改めてご入力下さい。 値幅エラー
14007 IPO新規申込 申込価格欄に、数字以外の文字が入力されています。半角数字でご入力下さい。 申込値段不正
14008 IPO新規申込 申告価格の単位をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 呼値エラー
14009 IPO新規申込 申込数量欄に、数字以外の文字が入力されています。半角数字でご入力下さい。 申込数量不正
14010 IPO新規申込 申告数量の単位をお間違えです。数量をご確認下さい。 申込単位不正
14011 IPO新規申込 ブックビルディングの重複申込はお受けできません。申告価格・数量を変更する場合は、訂正画面からご入力下さい。 申込重複
14012 IPO新規申込 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
14013 IPO新規申込 成行(ストライク・プライス)を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は「指値」に印をつけてください。 成行で指値
14030 IPO新規申込 インサイダー取引に抵触する可能性があります。 インサイダー取引
14031 IPO新規申込 目論見書電子交付未済です。 目論見書不正
14090 IPO新規申込 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
14091 IPO新規申込 システムが受付可能時間外です。 システム停止
14092 IPO新規申込 システムが受付可能時間外です。 業務停止
14093 IPO新規申込 システムが緊急停止中です。 日時取得エラー
14094 IPO新規申込 システムが緊急停止中です。 注文番号取得エラー
14101 IPO新規申込 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
14102 IPO新規申込 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
14994 IPO新規申込 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
14997 IPO新規申込 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
14998 IPO新規申込 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
14999 IPO新規申込 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
15001 IPO訂正申込 申告価格をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 注文値段訂正フラグ不正
15002 IPO訂正申込 申告価格をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 注文値段区分不正
15003 IPO訂正申込 申告価格をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 ％指定に成行を指定した
15004 IPO訂正申込 入力された銘柄は現在、成行規制中となっております。 成行禁止
15005 IPO訂正申込 申告価格が仮条件を超えています。ご確認の上改めてご入力下さい。 値幅エラー
15006 IPO訂正申込 申込価格欄に、数字以外の文字が入力されています。半角数字でご入力下さい。 指値不正
15007 IPO訂正申込 申告価格の単位をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 呼値エラー
15008 IPO訂正申込 申告価格をお間違えです。ご確認の上改めてご入力下さい。 注文数量訂正フラグ不正
15009 IPO訂正申込 申告数量の単位をお間違えです。数量をご確認下さい。 注文数量不正
15010 IPO訂正申込 申告数量の単位をお間違えです。数量をご確認下さい。 単位数量エラー
15011 IPO訂正申込 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
15012 IPO訂正申込 成行(ストライク・プライス)を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は「指値」に印をつけてください。 成行で指値
15030 IPO訂正申込 顧客登録番号が間違っています 顧客登録Ｎ不一致
15040 IPO訂正申込 いずれの項目も訂正されておりません。訂正内容をご確認下さい。 変更項目なし
15050 IPO訂正申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 有効な申し込みが存在しない
15051 IPO訂正申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 当選済み
15052 IPO訂正申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 申込入力期間外
15090 IPO訂正申込 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
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15091 IPO訂正申込 システムが受付可能時間外です。 システム停止
15092 IPO訂正申込 システムが受付可能時間外です。 業務停止
15094 IPO訂正申込 システムが緊急停止中です。 注文番号取得エラー
15095 IPO訂正申込 システムが緊急停止中です。 IPO銘柄マスタ取得エラー
15101 IPO訂正申込 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
15102 IPO訂正申込 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
15994 IPO新規申込 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
15997 IPO訂正申込 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
15998 IPO訂正申込 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
15999 IPO訂正申込 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
16011 IPO取消申込 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
16030 IPO取消申込 顧客登録番号が間違っています 顧客登録Ｎ不一致
16050 IPO取消申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 有効な申し込みが存在しない
16051 IPO取消申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 当選済み
16052 IPO取消申込 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 申込入力期間外
16090 IPO取消申込 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
16091 IPO取消申込 システムが受付可能時間外です。 システム停止
16092 IPO取消申込 システムが受付可能時間外です。 業務停止
16095 IPO取消申込 システムが緊急停止中です。 IPO銘柄マスタ取得エラー
16101 IPO取消申込 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
16102 IPO取消申込 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
16994 IPO取消申込 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
16997 IPO取消申込 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
16998 IPO取消申込 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
16999 IPO取消申込 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
17011 IPO申告辞退 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
17030 IPO申告辞退 顧客登録番号が間違っています 顧客登録Ｎ不一致
17050 IPO申告辞退 現在、こちらの銘柄のブックビルディングは受付停止中です。 有効な申し込みが存在しない
17051 IPO申告辞退 この銘柄のブックビルディングお申し込みは、誠に残念ながら落選となりました。 当選していない
17052 IPO申告辞退 現在は購入/辞退受付期間ではありません。受付期間をご確認下さい。 購入/辞退申込期間外
17090 IPO申告辞退 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
17091 IPO申告辞退 システムが受付可能時間外です。 システム停止
17092 IPO申告辞退 システムが受付可能時間外です。 業務停止
17093 IPO申告辞退 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
17095 IPO申告辞退 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 IPO銘柄マスタ取得エラー
17099 IPO申告辞退 システムが緊急停止中です。 IPO拘束金の解放に失敗
17101 IPO申告辞退 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
17102 IPO申告辞退 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
17994 IPO申告辞退 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
17997 IPO申告辞退 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
17998 IPO申告辞退 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
17999 IPO申告辞退 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
18001 株式 当該注文は、インサイダー情報（非公開の重要事実）に基づく注文ではございません。 インサイダー
18002 株式 もうすぐ本日の取引が終了します。 市場閉局警告表示
18003 株式 当該銘柄は上場廃止が決定しました。 上場廃止
19000 概算簿価単価変更 概算簿価単価の登録は完了しました。 概算簿価単価登録完了
19001 概算簿価単価変更 変更後概算簿価単価がに誤りがありますな値になっています。 概算簿価単価不正
19997 概算簿価単価変更 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
19998 概算簿価単価変更 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
19999 概算簿価単価変更 タイムアウトしました タイムアウト
21001 派生新規注文 営業日に誤りがあります 営業日不正
21002 派生新規注文 注文種別に誤りがあります 注文種別不正
21003 派生新規注文 親注文番号に誤りがあります 親注文番号不正
21004 派生新規注文 システム口座区分に誤りがあります システム口座区分不正
21005 派生新規注文 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
21006 派生新規注文 商品種別に誤りがあります 商品種別不正
21007 派生新規注文 銘柄コードに誤りがあります 銘柄コード不正
21008 派生新規注文 売買区分に誤りがあります 売買区分不正
21009 派生新規注文 執行条件に誤りがあります 執行条件不正
21010 派生新規注文 執行数量条件に誤りがあります 執行数量条件不正
21011 派生新規注文 注文値段区分に誤りがあります 注文値段区分不正
21012 派生新規注文 注文値段に誤りがあります 注文値段不正
21013 派生新規注文 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
21014 派生新規注文 取引区分に誤りがあります 取引区分不正
21015 派生新規注文 注文期日に誤りがあります 注文期日不正
21016 派生新規注文 逆指値注文種別に誤りがあります 逆指値注文種別不正
21017 派生新規注文 逆指値条件に誤りがあります 逆指値条件不正
21018 派生新規注文 逆指値値段区分に誤りがあります 逆指値値段区分不正
21019 派生新規注文 逆指値値段に誤りがあります 逆指値値段不正
21020 派生新規注文 接続に誤りがあります チャネル不正
21021 派生新規注文 接続詳細に誤りがあります チャネル詳細不正
21022 派生新規注文 ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
21023 派生新規注文 建日種類に誤りがあります 建日種類不正
21024 派生新規注文 建玉番号に誤りがあります 建玉番号不正
21025 派生新規注文 建玉順位に誤りがあります 建玉順位不正
21026 派生新規注文 建玉数量に誤りがあります 建玉数量不正
21027 派生新規注文 返済数量に誤りがあります 返済数量不正
21028 派生新規注文 不成注文に成行が指定されています 不成注文に成行が指定されている
21029 派生新規注文 期限付き注文に執行条件が指定されています 期限付き注文に執行条件が指定されている
21030 派生新規注文 逆指値注文の執行条件指定が不正
21031 派生新規注文 逆指値注文の執行条件指定が不正
21032 派生新規注文 子注文に執行条件が指定されています 子注文に執行条件が指定されている
21033 派生新規注文 子注文に注文期限が指定されています 子注文に注文期限が指定されている
21034 派生新規注文 ｢成行｣を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は｢指値｣に印を付けて下さい。 成行指値同時指定
21100 派生新規注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
21101 派生新規注文 運用ステータス(採用値幅)にデータがありません 運用ステータス(採用値幅)レコードなし
21102 派生新規注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス.受付停止中
21103 派生新規注文 日付情報にデータがありません 日付情報レコードなし
21104 派生新規注文 先物銘柄マスタにデータがありません 先物銘柄マスタレコードなし
21105 派生新規注文 オプション銘柄マスタにデータがありません オプション銘柄マスタレコードなし
21106 派生新規注文 当該銘柄は市場に直接お取り次ぎすることができません 銘柄マスタ.場伝票出力有無エラー
21107 派生新規注文 当該銘柄は取引開始前です 銘柄マスタ.取引開始日エラー
21108 派生新規注文 当該銘柄は取引を終了しています 銘柄マスタ.最終売買日エラー
21109 派生新規注文 当該銘柄の売買単位の整数倍の数量を入力してください 銘柄マスタ.売買単位エラー
21110 派生新規注文 当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 値幅エラー
21111 派生新規注文 呼値にデータがありません 呼値レコードなし
21112 派生新規注文 正しい呼値の単位で単価を入力してください 呼値エラー
21113 派生新規注文 派生商品マスタにデータがありません 派生商品マスタレコードなし
21114 派生新規注文 注文期日でエラーが発生しました 注文期日エラー
21115 派生新規注文 逆指条件値幅でエラーが発生しました 逆指条件値幅エラー
21116 派生新規注文 逆指条件呼値にデータがありません 逆指条件呼値レコードなし
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21117 派生新規注文 逆指条件呼値でエラーが発生しました 逆指条件呼値エラー
21118 派生新規注文 システム別設定にデータがありません システム別設定レコードなし
21119 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません システム別設定.先物未実施
21120 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません システム別設定.オプション未実施
21121 派生新規注文 市場別設定にデータがありません 市場別設定レコードなし
21122 派生新規注文 当該市場ではお取引できません 市場別設定.取引不可
21123 派生新規注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
21124 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.先物新規取扱不可
21125 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.先物返済取扱不可
21126 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.オプション新規取扱不可
21127 派生新規注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.オプション返済取扱不可
21128 派生新規注文 商品市場別設定にデータがありません 商品市場別設定レコードなし
21129 派生新規注文 買建成行注文はできません 商品市場別設定.成行買建不可
21130 派生新規注文 売建成行注文はできません 商品市場別設定.成行売建不可
21131 派生新規注文 返済成行注文はできません 商品市場別設定.成行返済不可
21132 派生新規注文 寄付注文はできません 商品市場別設定.執行条件寄付不可
21133 派生新規注文 引け注文はできません 商品市場別設定.執行条件引け不可
21134 派生新規注文 不成注文はできません 商品市場別設定.執行条件不成不可
21135 派生新規注文 連続注文はできません 商品市場別設定.連続注文不可
21136 派生新規注文 出来るまで注文はできません 商品市場別設定.出来るまで注文不可
21137 派生新規注文 当該銘柄はお取引できません 銘柄別市場別規制.停止区分取引禁止
21138 派生新規注文 当該銘柄の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.停止区分成行禁止
21139 派生新規注文 当該銘柄の新規買建の注文はできません 銘柄別市場別規制.買建取引禁止
21140 派生新規注文 当該銘柄の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.買建成行禁止
21141 派生新規注文 当該銘柄の新規売建注文はできません 銘柄別市場別規制.売建取引禁止
21142 派生新規注文 当該銘柄の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.売建成行禁止
21143 派生新規注文 当該銘柄の買返済注文はできません 銘柄別市場別規制.買返済取引禁止
21144 派生新規注文 当該銘柄の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.買返済成行禁止
21145 派生新規注文 当該銘柄の売返済注文はできません 銘柄別市場別規制.売返済取引禁止
21146 派生新規注文 当該銘柄の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.売返済成行禁止
21225 派生新規注文 SPAＮパラメータにデータがありません SPANパラメータレコードなし
21245 派生新規注文 システム状態にデータがありません システム状態レコードなし
21246 派生新規注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
21247 派生新規注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
21250 派生新規注文 派生証拠金不足額ファイルに問題があります 派生証拠金不足額ファイル障害
21251 派生新規注文 派生証拠金振替ファイルに問題があります 派生証拠金振替ファイル障害
21252 派生新規注文 証拠金振替設定ファイルに問題があります 証拠金振替設定ファイル障害
21253 派生新規注文 証拠金振替設定ファイルに問題があります 証拠金振替設定ファイル障害
21254 派生新規注文 SPAＮ証拠金ファイルに問題があります SPAN証拠金ファイル障害
21256 派生新規注文 原資産マスタにデータがありません 原資産マスタレコードなし
21257 派生新規注文 運用ステータスにデータがありません(評価単価) 運用ステータスレコードなし(評価単価)
21258 派生新規注文 余力がありません 余力なし
21262 派生新規注文 運用ステータスにデータがありません(照会) 運用ステータスレコードなし(照会)
21290 派生新規注文 注文処理中です 注文処理中
21291 派生新規注文 訂正中です 訂正中
21292 派生新規注文 取消中です 取消中
21293 派生新規注文 失効済みです 失効済み
21294 派生新規注文 約定済みです 約定済み
21295 派生新規注文 取消済みです 取消済み
21296 派生新規注文 トリガー発動済みです トリガー発動済み
21297 派生新規注文 強制決済中ですので、この操作はできません 強制決済中
21299 派生新規注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
21300 派生新規注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
21301 派生新規注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
21302 派生新規注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
21303 派生新規注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
21304 派生新規注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
21305 派生新規注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
21306 派生新規注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
21310 派生新規注文 口座管理.先物オプション口座未開設 口座管理.先物オプション口座未開設
21311 派生新規注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
21312 派生新規注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
21317 派生新規注文 契約締結前交付書面ファイルに問題があります 契約締結前交付書面ファイル障害
21318 派生新規注文 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイルに問題があります 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイル障害
21319 派生新規注文 契約締結前交付書面チェックでエラーが発生しました 契約締結前交付書面チェックエラー
21320 派生新規注文 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
21321 派生新規注文 顧客銘柄別取引停止にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
21330 派生新規注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規買停止
21331 派生新規注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規売停止
21332 派生新規注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済買停止
21333 派生新規注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済売停止
21334 派生新規注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規買停止
21335 派生新規注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規売停止
21336 派生新規注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済買停止
21337 派生新規注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済売停止
21360 派生新規注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
21361 派生新規注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
21364 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
21365 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
21366 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
21367 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
21368 派生新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
21369 派生新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
21370 派生新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
21371 派生新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
21372 派生新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
21380 派生新規注文 注文できません。個別ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
21383 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
21384 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
21385 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
21386 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
21387 派生新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
21388 派生新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
21389 派生新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
21390 派生新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
21391 派生新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
21400 派生新規注文 注文できません。通常ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
21401 派生新規注文 注文できません。通常ソフトリミットファイルにデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
21404 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
21405 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
21406 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
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21407 派生新規注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
21408 派生新規注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
21409 派生新規注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
21410 派生新規注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
21411 派生新規注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
21412 派生新規注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
21460 派生新規注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
21461 派生新規注文 手数料マスタレコードなし
21470 派生新規注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
21471 派生新規注文 課税率マスタレコードなし
21700 派生新規注文 派生証拠金残ファイルに問題があります 派生証拠金残ファイル障害
21701 派生新規注文 派生証拠金残にデータがありません 派生証拠金残レコードなし
21702 派生新規注文 派生証拠金残のデータ更新でエラーが発生しました 派生証拠金残レコード更新エラー
21703 派生新規注文 注文番号（派生）ファイルに問題があります 注文番号（派生）ファイル障害
21704 派生新規注文 注文番号（派生）にデータがありません 注文番号（派生）レコードなし
21705 派生新規注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
21706 派生新規注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
21707 派生新規注文 派生建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 派生建玉残レコード作成エラー
21708 派生新規注文 派生建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉残レコード更新エラー
21709 派生新規注文 派生建玉明細ファイルに問題があります 派生建玉明細ファイル障害
21710 派生新規注文 派生建玉明細にデータがありません 派生建玉明細レコードなし
21711 派生新規注文 派生建玉明細に有効数量がありません 派生建玉明細有効数量なし
21712 派生新規注文 派生建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉明細レコード更新エラー
21713 派生新規注文 派生返済予約ファイルに問題があります 派生返済予約ファイル障害
21714 派生新規注文 派生返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 派生返済予約レコード作成エラー
21715 派生新規注文 派生サマリファイルに問題があります 派生サマリファイル障害
21716 派生新規注文 派生サマリにデータがありません 派生サマリレコードなし
21717 派生新規注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
21718 派生新規注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
21719 派生新規注文 派生明細ファイルに問題があります 派生明細ファイル障害
21720 派生新規注文 派生明細にデータがありません 派生明細レコードなし
21721 派生新規注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
21722 派生新規注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
21723 派生新規注文 派生注文約定履歴ファイルに問題があります 派生注文約定履歴ファイル障害
21724 派生新規注文 派生注文約定履歴にデータ作成でエラーが発生しました 派生注文約定履歴レコード作成エラー
21804 派生新規注文 お客様の先物、オプションの新規建注文を停止させていただいております 余力制御.先物ＯＰ新規建停止
21807 派生新規注文 追証で未入金があります 余力制御.追証未入金あり
21991 派生新規注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
21992 派生新規注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
21993 派生新規注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
21994 派生新規注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
21997 派生新規注文 ネットエラー
21998 派生新規注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
21999 派生新規注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
22001 派生訂正注文 注文番号に誤りがあります 注文番号不正
22003 派生訂正注文 執行条件訂正フラグに誤りがあります 執行条件訂正フラグ不正
22004 派生訂正注文 執行条件に誤りがあります 執行条件不正
22005 派生訂正注文 注文値段訂正フラグに誤りがあります 注文値段訂正フラグ不正
22006 派生訂正注文 注文値段区分に誤りがあります 注文値段区分不正
22007 派生訂正注文 注文値段に誤りがあります 注文値段不正
22008 派生訂正注文 注文数量訂正フラグに誤りがあります 注文数量訂正フラグ不正
22009 派生訂正注文 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
22010 派生訂正注文 注文期日訂正フラグに誤りがあります 注文期日訂正フラグ不正
22011 派生訂正注文 注文期日訂正フラグに誤りがあります 注文期日訂正フラグ不正
22012 派生訂正注文 逆指値値段条件訂正フラグに誤りがあります 逆指値値段条件訂正フラグ不正
22013 派生訂正注文 逆指値条件に誤りがあります 逆指値条件不正
22014 派生訂正注文 逆指値値段区分訂正フラグに誤りがあります 逆指値値段区分訂正フラグ不正
22015 派生訂正注文 逆指値値段区分に誤りがあります 逆指値値段区分不正
22016 派生訂正注文 逆指値値段に誤りがあります 逆指値値段不正
22017 派生訂正注文 接続に誤りがあります チャネル不正
22018 派生訂正注文 接続詳細に誤りがあります チャネル詳細不正
22019 派生訂正注文 オペレータに誤りがあります オペレータ不正
22020 派生訂正注文 ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
22022 派生訂正注文 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります 第二暗証番号省略フラグ不正
22023 派生訂正注文 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
22024 派生訂正注文 チェックのみフラグ不正
22032 派生訂正注文 不成注文に成行が指定されています 不成注文に成行が指定されている
22033 派生訂正注文 期限付注文執行条件でエラーが発生しました 期限付注文執行条件エラー
22034 派生訂正注文 逆指値注文執行条件でエラーが発生しました 逆指値注文執行条件エラー
22035 派生訂正注文 通常＋逆指値注文執行条件でエラーが発生しました 通常＋逆指値注文執行条件エラー
22036 派生訂正注文 子注文に執行条件でエラーが発生しました 子注文に執行条件エラー
22037 派生訂正注文 子注文に注文期限でエラーが発生しました 子注文に注文期限エラー
22038 派生訂正注文 ｢成行｣を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は｢指値｣に印を付けて下さい。 成行指値同時指定
22108 派生訂正注文 成行指値変更でエラーが発生しました 成行指値変更エラー
22109 派生訂正注文 指値成行変更でエラーが発生しました 指値成行変更エラー
22110 派生訂正注文 執行条件変更がありません 執行条件変更なし
22111 派生訂正注文 注文数量変更がありません 注文数量変更なし
22112 派生訂正注文 注文値段変更がありません 注文値段変更なし
22113 派生訂正注文 注文期日変更がありません 注文期日変更なし
22114 派生訂正注文 逆指値条件変更がありません 逆指値条件変更なし
22115 派生訂正注文 逆指値注文値段変更なし
22116 派生訂正注文 変更項目がありません 変更項目なし
22120 派生訂正注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
22121 派生訂正注文 運用ステータス(採用値幅)にデータがありません 運用ステータス(採用値幅)レコードなし
22122 派生訂正注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(注文).受付停止
22130 派生訂正注文 日付情報にデータがありません 日付情報レコードなし
22140 派生訂正注文 銘柄マスタにデータがありません 銘柄マスタレコードなし
22153 派生訂正注文 当該銘柄の売買単位の整数倍の数量を入力してください 銘柄マスタ.売買単位エラー
22154 派生訂正注文 当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 銘柄市場マスタ.値幅エラー
22160 派生訂正注文 呼値にデータがありません 呼値レコードなし
22161 派生訂正注文 正しい呼値の単位で単価を入力してください 呼値エラー
22170 派生訂正注文 数量の増加はできません 増株訂正エラー
22180 派生訂正注文 注文期日でエラーが発生しました 注文期日エラー
22191 派生訂正注文 逆指値段には当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください 逆指値段値幅エラー
22192 派生訂正注文 逆指値段呼値にデータがありません 逆指値段呼値レコードなし
22193 派生訂正注文 正しい呼値の単位で逆指値段を入力してください 逆指値段呼値エラー
22199 派生訂正注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
22200 派生訂正注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.先物訂正取扱不可
22201 派生訂正注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.オプション訂正取扱不可
22209 派生訂正注文 商品市場別設定レコードがありません 商品市場別設定レコードなし
22210 派生訂正注文 数量と値段の同時訂正はできません 商品市場別設定.同時訂正不可
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22211 派生訂正注文 寄付への訂正はできません 商品市場別設定.執行条件寄付不可
22212 派生訂正注文 引けへの訂正はできません 商品市場別設定.執行条件引け不可
22213 派生訂正注文 不成への訂正はできません 商品市場別設定.執行条件不成不可
22214 派生訂正注文 連続注文の訂正はできません 商品市場別設定.連続注文不可
22215 派生訂正注文 出来るまで注文の訂正はできません 商品市場別設定.出来るまで注文不可
22220 派生訂正注文 当該銘柄の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.停止区分成行禁止
22221 派生訂正注文 当該銘柄の新規買建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.買建成行禁止
22222 派生訂正注文 当該銘柄の新規売建の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.売建成行禁止
22223 派生訂正注文 当該銘柄の買返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.買返済成行禁止
22224 派生訂正注文 当該銘柄の売返済の成行注文はできません 銘柄別市場別規制.売返済成行禁止
22225 派生訂正注文 SPANパラメータにデータがありません SPANパラメータレコードなし
22245 派生訂正注文 システム状態にデータがありません システム状態レコードなし
22246 派生訂正注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
22247 派生訂正注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
22250 派生訂正注文 派生証拠金不足額ファイルに問題があります 派生証拠金不足額ファイル障害
22251 派生訂正注文 派生証拠金振替ファイルに問題があります 派生証拠金振替ファイル障害
22252 派生訂正注文 証拠金振替設定ファイルに問題があります 証拠金振替設定ファイル障害
22253 派生訂正注文 証拠金振替設定ファイルに問題があります 証拠金振替設定ファイル障害
22254 派生訂正注文 SPAN証拠金ファイルに問題があります SPAN証拠金ファイル障害
22256 派生訂正注文 原資産マスタにデータがありません 原資産マスタレコードなし
22257 派生訂正注文 運用ステータスにデータがありません(評価単価) 運用ステータスレコードなし(評価単価)
22258 派生訂正注文 余力がありません 余力なし
22259 派生訂正注文 派生商品マスタにデータがありません 派生商品マスタレコードなし
22260 派生訂正注文 先物銘柄マスタにデータがありません 先物銘柄マスタレコードなし
22261 派生訂正注文 オプション銘柄マスタにデータがありません オプション銘柄マスタレコードなし
22262 派生訂正注文 運用ステータスにデータがありません(照会) 運用ステータスレコードなし(照会)
22290 派生訂正注文 注文処理中です 注文処理中
22291 派生訂正注文 訂正中です 訂正中
22292 派生訂正注文 取消中です 取消中
22293 派生訂正注文 失効済みです 失効済み
22294 派生訂正注文 約定済みです 約定済み
22295 派生訂正注文 取消済みです 取消済み
22296 派生訂正注文 トリガー発動済みです トリガー発動済み
22297 派生訂正注文 強制決済中ですので、この操作はできません 強制決済中
22298 派生訂正注文 訂正数量でエラーが発生しました 訂正数量エラー
22299 派生訂正注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
22300 派生訂正注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
22301 派生訂正注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
22302 派生訂正注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
22303 派生訂正注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
22304 派生訂正注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
22305 派生訂正注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
22306 派生訂正注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
22310 派生訂正注文 口座管理.先物オプション口座が未開設です 口座管理.先物オプション口座未開設
22311 派生訂正注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
22312 派生訂正注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
22317 派生訂正注文 契約締結前交付書面ファイルに問題があります 契約締結前交付書面ファイル障害
22318 派生訂正注文 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイルに問題があります 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイル障害
22319 派生訂正注文 契約締結前交付書面チェックでエラーが発生しました 契約締結前交付書面チェックエラー
22320 派生訂正注文 顧客銘柄別取引制限ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
22321 派生訂正注文 顧客銘柄別取引制限にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
22330 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規買停止
22331 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規売停止
22332 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済買停止
22333 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済売停止
22334 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規買停止
22335 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規売停止
22336 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済買停止
22337 派生訂正注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済売停止
22360 派生訂正注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
22361 派生訂正注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
22364 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
22365 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
22366 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
22367 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
22368 派生訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
22369 派生訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
22370 派生訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
22371 派生訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
22372 派生訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
22380 派生訂正注文 注文できません。個別ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
22383 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
22384 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
22385 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
22386 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
22387 派生訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
22388 派生訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
22389 派生訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
22390 派生訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
22391 派生訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
22400 派生訂正注文 注文できません。通常ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
22401 派生訂正注文 注文できません。通常ソフトリミットにデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
22404 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
22405 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
22406 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
22407 派生訂正注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
22408 派生訂正注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
22409 派生訂正注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
22410 派生訂正注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
22411 派生訂正注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
22412 派生訂正注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
22460 派生訂正注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
22461 派生訂正注文 手数料マスタレコードなし
22470 派生訂正注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
22471 派生訂正注文 課税率マスタレコードなし
22700 派生訂正注文 派生証拠金残ファイルに問題があります 派生証拠金残ファイル障害
22701 派生訂正注文 派生証拠金残にデータがありません 派生証拠金残レコードなし
22702 派生訂正注文 派生証拠金残のデータ更新でエラーが発生しました 派生証拠金残レコード更新エラー
22703 派生訂正注文 注文番号（派生）ファイルに問題があります 注文番号（派生）ファイル障害
22704 派生訂正注文 注文番号（派生）にデータがありません 注文番号（派生）レコードなし
22705 派生訂正注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
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22706 派生訂正注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
22707 派生訂正注文 派生建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 派生建玉残レコード作成エラー
22708 派生訂正注文 派生建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉残レコード更新エラー
22709 派生訂正注文 派生建玉明細ファイルに問題があります 派生建玉明細ファイル障害
22710 派生訂正注文 派生建玉明細にデータがありません 派生建玉明細レコードなし
22711 派生訂正注文 派生建玉明細有効数量がありません 派生建玉明細有効数量なし
22712 派生訂正注文 派生建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉明細レコード更新エラー
22713 派生訂正注文 派生返済予約ファイルに問題があります 派生返済予約ファイル障害
22714 派生訂正注文 派生返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 派生返済予約レコード作成エラー
22715 派生訂正注文 派生サマリファイルに問題があります 派生サマリファイル障害
22716 派生訂正注文 派生サマリにデータがありません 派生サマリレコードなし
22717 派生訂正注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
22718 派生訂正注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
22719 派生訂正注文 派生明細ファイルに問題があります 派生明細ファイル障害
22720 派生訂正注文 派生明細にデータがありません 派生明細レコードなし
22721 派生訂正注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
22722 派生訂正注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
22723 派生訂正注文 派生注文約定履歴ファイルに問題があります 派生注文約定履歴ファイル障害
22724 派生訂正注文 派生注文約定履歴にデータ作成でエラーが発生しました 派生注文約定履歴レコード作成エラー
22804 派生訂正注文 お客様の先物、オプションの新規建注文を停止させていただいております 余力制御.先物ＯＰ新規建停止
22807 派生訂正注文 追証で未入金があります 余力制御.追証未入金あり
22991 派生訂正注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
22992 派生訂正注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
22993 派生訂正注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
22994 派生訂正注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
22997 派生訂正注文 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
22998 派生訂正注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
22999 派生訂正注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
23001 派生訂正注文 注文番号に誤りがあります 注文番号不正
23017 派生訂正注文 チャネルに誤りがあります チャネル不正
23018 派生訂正注文 チャネル詳細に誤りがあります チャネル詳細不正
23019 派生訂正注文 オペレータに誤りがあります オペレータ不正
23020 派生訂正注文 ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
23022 派生訂正注文 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります 第二暗証番号省略フラグ不正
23023 派生訂正注文 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
23120 派生取消注文 運用ステータス(注文)にデータがありません 運用ステータス(注文)レコードなし
23122 派生取消注文 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス(注文).受付停止
23199 派生取消注文 サービス別取扱レコードがありません サービス別取扱レコードなし
23200 派生取消注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.先物取消取扱不可
23201 派生取消注文 このサービスは取り扱っておりません サービス別取扱.オプション取消取扱不可
23245 派生取消注文 システム状態にデータがありません システム状態レコードなし
23246 派生取消注文 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
23247 派生取消注文 システム状態.サービス停止中です 注文処理中
23290 派生取消注文 注文処理中です 注文処理中
23291 派生取消注文 訂正中です 訂正中
23292 派生取消注文 取消中です 取消中
23293 派生取消注文 失効済みです 失効済み
23294 派生取消注文 約定済みです 約定済み
23295 派生取消注文 取消済みです 取消済み
23296 派生取消注文 トリガー発動済みです トリガー発動済み
23297 派生取消注文 強制決済中ですので、この操作はできません 強制決済中
23299 派生取消注文 顧客マスタファイルに問題があります 顧客マスタファイル障害
23300 派生取消注文 顧客マスタにデータがありません 顧客マスタレコードなし
23301 派生取消注文 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました 顧客マスタ.精算理由エラー
23302 派生取消注文 顧客情報ファイルに問題があります 顧客情報ファイル障害
23303 派生取消注文 顧客情報にデータがありません 顧客情報レコードなし
23304 派生取消注文 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
23305 派生取消注文 口座管理ファイルに問題があります 口座管理ファイル障害
23306 派生取消注文 口座管理にデータがありません 口座管理レコードなし
23310 派生取消注文 口座管理.先物オプション口座未開設 口座管理.先物オプション口座未開設
23311 派生取消注文 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
23312 派生取消注文 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
23317 派生取消注文 契約締結前交付書面ファイルに問題があります 契約締結前交付書面ファイル障害
23318 派生取消注文 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイルに問題があります 契約締結前交付書面(当日更新ＴＲＸ)ファイル障害
23319 派生取消注文 契約締結前交付書面チェックでエラーが発生しました 契約締結前交付書面チェックエラー
23320 派生取消注文 顧客銘柄別取引制限ファイルに問題があります 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
23321 派生取消注文 顧客銘柄別取引制限にデータがありません 顧客銘柄別取引停止レコードなし
23330 派生取消注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規買停止
23331 派生取消注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物新規売停止
23332 派生取消注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済買停止
23333 派生取消注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.先物返済売停止
23334 派生取消注文 お客様の当該銘柄における新規買建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規買停止
23335 派生取消注文 お客様の当該銘柄における新規売建のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ新規売停止
23336 派生取消注文 お客様の当該銘柄における買返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済買停止
23337 派生取消注文 お客様の当該銘柄における売返済のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.ＯＰ返済売停止
23360 派生取消注文 ハードリミットファイルに問題があります ハードリミットファイル障害
23361 派生取消注文 ハードリミットにデータがありません ハードリミットレコードなし
23364 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買新規上限
23365 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売新規上限
23366 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量買返済上限
23367 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注数量売返済上限
23368 派生取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.発注金額上限
23369 派生取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総数量上限
23370 派生取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.売建玉総数量上限
23371 派生取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉総金額上限
23372 派生取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ハードリミット.建玉銘柄総金額上限
23380 派生取消注文 注文できません。個別ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット個別ファイル障害
23383 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買新規上限
23384 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売新規上限
23385 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量買返済上限
23386 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注数量売返済上限
23387 派生取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.発注金額上限
23388 派生取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総数量上限
23389 派生取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.売建玉総数量上限
23390 派生取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉総金額上限
23391 派生取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限
23400 派生取消注文 注文できません。通常ソフトリミットファイルに問題があります ソフトリミット通常ファイル障害
23401 派生取消注文 注文できません。通常ソフトリミットにデータがありません ソフトリミット通常レコードなし
23404 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買新規上限
23405 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売新規上限
23406 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量買返済上限
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23407 派生取消注文 発注数量が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注数量売返済上限
23408 派生取消注文 発注金額が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.発注金額上限
23409 派生取消注文 建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総数量上限
23410 派生取消注文 売建玉の総数量(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.売建玉総数量上限
23411 派生取消注文 建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉総金額上限
23412 派生取消注文 当該銘柄の建玉の総金額(既存分＋今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています ソフトリミット通常.建玉銘柄総金額上限
23460 派生取消注文 手数料マスタファイルに問題があります 手数料マスタファイル障害
23461 派生取消注文 手数料マスタレコードなし
23470 派生取消注文 課税率マスタファイルに問題があります 課税率マスタファイル障害
23471 派生取消注文 課税率マスタレコードなし
23700 派生取消注文 派生証拠金残ファイルに問題があります 派生証拠金残ファイル障害
23701 派生取消注文 派生証拠金残にデータがありません 派生証拠金残レコードなし
23702 派生取消注文 派生証拠金残のデータ更新でエラーが発生しました 派生証拠金残レコード更新エラー
23703 派生取消注文 注文番号（派生）ファイルに問題があります 注文番号（派生）ファイル障害
23704 派生取消注文 注文番号（派生）にデータがありません 注文番号（派生）レコードなし
23705 派生取消注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
23706 派生取消注文 派生建玉残ファイルに問題があります 派生建玉残ファイル障害
23707 派生取消注文 派生建玉残にデータ作成でエラーが発生しました 派生建玉残レコード作成エラー
23708 派生取消注文 派生建玉残のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉残レコード更新エラー
23709 派生取消注文 派生建玉明細ファイルに問題があります 派生建玉明細ファイル障害
23710 派生取消注文 派生建玉明細にデータがありません 派生建玉明細レコードなし
23711 派生取消注文 派生建玉明細有効数量がありません 派生建玉明細有効数量なし
23712 派生取消注文 派生建玉明細のデータ更新でエラーが発生しました 派生建玉明細レコード更新エラー
23713 派生取消注文 派生返済予約ファイルに問題があります 派生返済予約ファイル障害
23714 派生取消注文 派生返済予約にデータ作成でエラーが発生しました 派生返済予約レコード作成エラー
23715 派生取消注文 派生サマリファイルに問題があります 派生サマリファイル障害
23716 派生取消注文 派生サマリにデータがありません 派生サマリレコードなし
23717 派生取消注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
23718 派生取消注文 派生サマリにデータ作成でエラーが発生しました 派生サマリレコード作成エラー
23719 派生取消注文 派生明細ファイルに問題があります 派生明細ファイル障害
23720 派生取消注文 派生明細にデータがありません 派生明細レコードなし
23721 派生取消注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
23722 派生取消注文 派生明細にデータ作成でエラーが発生しました 派生明細レコード作成エラー
23723 派生取消注文 派生注文約定履歴ファイルに問題があります 派生注文約定履歴ファイル障害
23724 派生取消注文 派生注文約定履歴にデータ作成でエラーが発生しました 派生注文約定履歴レコード作成エラー
23804 派生取消注文 余力制御.先物ＯＰ新規建の受付は停止しています 余力制御.先物ＯＰ新規建停止
23807 派生取消注文 追証に未入金があります 余力制御.追証未入金あり
23991 派生取消注文 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
23992 派生取消注文 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
23993 派生取消注文 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
23994 派生取消注文 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
23997 派生取消注文 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
23998 派生取消注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
23999 派生取消注文 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
24001 派生先物 もうすぐ本日の取引が終了します。 市場閉局警告表示
24002 派生オプション もうすぐ本日の取引が終了します。 市場閉局警告表示
24304 派生一括取消 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
24980 派生一括取消 取消できる注文がありません 取消可能注文なし
24991 派生一括取消 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
24992 派生一括取消 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
24993 派生一括取消 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
24994 派生一括取消 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
24997 派生一括取消 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
24998 派生一括取消 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
24999 派生一括取消 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
25304 派生一括返済 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
25980 派生一括返済 返済できる建玉がありません 返済可能建玉なし
25991 派生一括返済 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
25992 派生一括返済 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
25993 派生一括返済 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
25994 派生一括返済 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
25997 派生一括返済 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
25998 派生一括返済 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
25999 派生一括返済 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
31001 投信 売買区分に誤りがあります 売買区分不正
31002 投信 譲渡益課税区分に誤りがあります 譲渡益課税区分
31003 投信 指定区分に誤りがあります 指定区分不正
31004 投信 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 売付方法不正
31005 投信 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
31006 投信 売買区分と指定区分の関係に誤りがあります 売買区分と指定区分の関係不正
31007 投信 指定区分と注文口数の関係に誤りがあります 指定区分と注文口数の関係不正
31008 投信 指定区分と注文金額の関係に誤りがあります 指定区分と注文金額の関係不正
31009 投信 指定区分とマスタの関係に誤りがあります 指定区分とマスタの関係不正
31020 投信 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
31021 投信 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 銘柄マスタに存在しない
31022 投信 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 WEB3取扱禁止
31023 投信 当日買取引はできません 当日買取引禁止
31024 投信 翌日買取引はできません 翌日買取引禁止
31025 投信 当日売取引はできません 当日売取引禁止
31026 投信 翌日売取引はできません 翌日売取引禁止
31027 投信 ご注文の数量が、買付最低単位を満たしていません。ご注文数量をご確認下さい。 最低口数未満
31028 投信 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認下さい。 単位口数エラー
31029 投信 ご注文の数量が、買付最低単位を満たしていません。ご注文数量をご確認下さい。 最低金額未満
31030 投信 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認下さい。 単位金額エラー
31031 投信 ご注文の数量が、売付最低単位を満たしていません。ご注文数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 最低口数未満
31032 投信 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 単位口数エラー
31033 投信 入力期間外です 入力期間外
31034 投信 ＮＩＳＡロールオーバー期間の為、買付注文停止中です。 NISA買付注文抑止チェックエラー
31035 投信 NISA注文抑止チェックファイル障害 NISA買付注文抑止チェックファイル障害
31036 投信 ＮＩＳＡロールオーバー期間の為、対象年のお預りがある銘柄の売付注文停止中です。 NISA売付注文抑止チェックエラー
31037 投信 NISA注文抑止チェックファイル障害 NISA売付注文抑止チェックファイル障害
31040 投信 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 買付可能額不足
31041 投信 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 利用可能非課税枠不足
31042 投信 ご注文の数量が、売付可能数量を超えています。数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 残高不足
31043 投信 この銘柄の目論見書が取得できません。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 目論見書不正
31044 投信 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
31050 投信 注文が見つからない 注文が見つからない
31051 投信 注文は既に取り消し済み 注文は既に取り消し済み
31052 投信 投信保管が見つからない 投信保管が見つからない
31053 投信 可能額が不足していますので、このお申し込みはお受けできません。 非課税口座管理が見つからない
31054 投信 可能額取得でエラーが発生しました 可能額取得エラー
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31055 投信 口座管理データが見つりません 口座管理が見つからない
31080 投信 投信実施区分に誤りがあります 投信実施区分不正
31090 投信 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
31091 投信 システムが受付可能時間外です。 システム停止
31092 投信 システムが受付可能時間外です。 業務停止
31093 投信 日時取得でエラーが発生しました 日時取得エラー
31094 投信 システムが緊急停止中です。 注文番号取得エラー
31095 投信 システムが緊急停止中です。 保管顧客別残更新エラー
31096 投信 システムが緊急停止中です。 投信保管更新エラー
31097 投信 システムが緊急停止中です。 顧客当日取引更新エラー
31098 投信 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 海外約定日取得エラー
31099 投信 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 受渡日取得エラー
31100 投信 非課税口座管理更新でエラーが発生しました 非課税口座管理更新エラー
31101 投信 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
31102 投信 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
31103 投信 お客様のお取引を停止させていただいております 余力制御.取引停止
31104 投信 お客様のその他商品買付のお取引を停止させていただいております 余力制御.その他商品買付停止
31105 投信 追証で未入金があります 余力制御.追証未入金あり
31106 投信 余力制御ファイルに問題があります 余力制御ファイル障害
31107 投信 お客様の当該銘柄における買付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.投信買付停止
31108 投信 お客様の当該銘柄における売付のお取引を停止させていただいております 顧客銘柄別取引停止.投信売付停止
31109 投信 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題が発生しました 顧客銘柄別取引停止ファイル障害
31110 投信 二階建てチェックでエラーが発生しました 二階建てチェックエラー
31111 投信 二階建てファイルに問題が発生しました 二階建てファイル障害
31112 投信 手数料取得でエラーが発生しました 手数料取得エラー
31994 投信 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
31997 投信 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
31998 投信 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
31999 投信 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
32001 累投 売買区分に誤りがあります 売買区分不正
32002 累投 譲渡益課税区分に誤りがあります 譲渡益課税区分
32003 累投 指定区分に誤りがあります 指定区分不正
32004 累投 売付方法に誤りがあります 売付方法不正
32005 累投 注文数量に誤りがあります 注文数量不正
32006 累投 売買区分と指定区分の関係に誤りがあります 売買区分と指定区分の関係不正
32007 累投 指定区分と注文口数の関係に誤りがあります 指定区分と注文口数の関係不正
32008 累投 指定区分と注文金額の関係に誤りがあります 指定区分と注文金額の関係不正
32009 累投 指定区分とマスタの関係に誤りがあります 指定区分とマスタの関係不正
32020 累投 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
32021 累投 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 銘柄マスタに存在しない
32022 累投 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 WEB3取扱禁止
32023 累投 当日買取引はできません 当日買取引禁止
32024 累投 翌日買取引はできません 翌日買取引禁止
32025 累投 当日売取引はできません 当日売取引禁止
32026 累投 翌日売取引はできません 翌日売取引禁止
32027 累投 ご注文の数量が、買付最低単位を満たしていません。ご注文数量をご確認下さい。 最低口数未満
32028 累投 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認下さい。 単位口数エラー
32029 累投 ご注文の金額が、買付最低金額を満たしていません。ご注文金額をご確認下さい。 最低金額未満
32030 累投 ご注文の金額の単位をお間違えです。ご注文金額をご確認下さい。 単位金額エラー
32031 累投 ご注文の数量が、売付最低単位を満たしていません。ご注文数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 最低口数未満
32032 累投 ご注文の数量の単位をお間違えです。ご注文数量をご確認の上、改めてご入力下さい。 単位口数エラー
32033 累投 入力期間外です 入力期間外
32040 累投 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 買付可能額不足
32041 累投 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 利用可能非課税枠不足
32042 累投 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 残高不足
32043 累投 この銘柄の目論見書が取得できません。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 目論見書不正
32044 累投 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 パスワード不正
32050 累投 注文が見つかりません 注文が見つからない
32051 累投 注文は既に取り消し済みです 注文は既に取り消し済み
32052 累投 投信保管データが見つかりません 投信保管が見つからない
32053 累投 可能額が不足していますのため、このお申し込みはお受けできません。 非課税口座管理が見つからない
32054 累投 可能額取得でエラーが発生しました 可能額取得エラー
32055 累投 口座管理データが見つかりません 口座管理が見つからない
32080 累投 投信実施区分に誤りがあります 投信実施区分不正
32090 累投 システムが受付可能時間外です。 日付情報データが存在しない
32091 累投 システムが受付可能時間外です。 システム停止
32092 累投 システムが受付可能時間外です。 業務停止
32093 累投 システムが緊急停止中です。 日時取得エラー
32094 累投 システムが緊急停止中です。 注文番号取得エラー
32095 累投 システムが緊急停止中です。 保管顧客別残更新エラー
32096 累投 システムが緊急停止中です。 投信保管更新エラー
32097 累投 システムが緊急停止中です。 顧客当日取引更新エラー
32098 累投 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 海外約定日取得エラー
32099 累投 ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません。銘柄をご確認下さい。 受渡日取得エラー
32100 累投 非課税口座管理更新でエラーが発生しました 非課税口座管理更新エラー
32101 累投 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
32102 累投 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
32103 累投 お客様のお取引を停止させていただいております 余力制御.取引停止
32104 累投 お客様のその他商品買付のお取引を停止させていただいております 余力制御.その他商品買付停止
32105 累投 追証で未入金があります 余力制御.追証未入金あり
32106 累投 余力制御ファイルに問題が発生しました 余力制御ファイル障害
32110 累投 二階建てチェックでエラーが発生しました 二階建てチェックエラー
32111 累投 二階建てファイルに問題が発生しました 二階建てファイル障害
32994 累投 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
32997 累投 システムが緊急停止中です。 ネットエラー
32998 累投 システムが緊急停止中です。 ＤＢエラー
32999 累投 システムが緊急停止中です。 タイムアウト
41001 入出金 顧客登録に誤りがあります 顧客登録Ｎ
41002 入出金 部店コードに誤りがあります 部店コード
41003 入出金 システム口座区分に問題があります システム口座区分
41004 入出金 第二暗証番号桁数に誤りがあります 第二暗証番号
41005 入出金 金額に誤りがあります 金額ゼロ
41006 入出金 金額桁数でエラーが発生しました 金額桁数
41007 入出金 市場に誤りがあります 市場
41008 入出金 現金勘定科目に誤りがあります 現金勘定科目
41009 入出金 金融機関コードに誤りがあります 金融機関コード
41010 入出金 営業日に誤りがあります 営業日
41011 入出金 受渡日に誤りがあります 受渡日
41012 入出金 商品タイプに誤りがあります 商品タイプ
41013 入出金 振替限度回数を超えています 日付キー不正
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41014 入出金 金額が入力されていません 金額不正
41015 入出金 金額に数字以外の文字が入力されています 金額不正
41016 入出金 ポータルコード項目長でエラーが発生しました ポータルコードエラー
41017 入出金 ポータルコード数値でエラーが発生しました ポータルコードエラー
41018 入出金 ショップコード項目長でエラーが発生しました ショップコードエラー
41019 入出金 決済機関コード項目長でエラーが発生しました 決済機関コード
41020 入出金 決済区分項目長でエラーが発生しました 決済区分
41021 入出金 決済受付番号項目長でエラーが発生しました 決済受付番号
41022 入出金 決済結果区分項目値でエラーが発生しました 決済結果区分
41023 入出金 決済結果理由コード項目長でエラーが発生しました 決済結果理由コード
41024 入出金 決済結果内容項目長でエラーが発生しました 決済結果内容
41025 入出金 処理日項目長でエラーが発生しました 処理日
41026 入出金 処理時刻項目長でエラーが発生しました 処理時刻
41027 入出金 顧客カナ姓名項目長でエラーが発生しました 顧客カナ姓名
41028 入出金 顧客カナ姓項目長でエラーが発生しました 顧客カナ姓
41029 入出金 顧客カナ名項目長でエラーが発生しました 顧客カナ名
41030 入出金 取引金額数値でエラーが発生しました 取引金額
41031 入出金 取引金額項目長でエラーが発生しました 取引金額
41032 入出金 手数料金額数値でエラーが発生しました 手数料金額
41033 入出金 手数料金額項目長でエラーが発生しました 手数料金額
41034 入出金 入金予定日数値でエラーが発生しました 入金予定日
41035 入出金 入金予定日項目長でエラーが発生しました 入金予定日
41036 入出金 商品名項目長でエラーが発生しました 商品名
41037 入出金 備考1項目長でエラーが発生しました 備考1
41038 入出金 備考1項目長でエラーが発生しました 備考2
41039 入出金 備考1項目長でエラーが発生しました 備考3
41040 入出金 取次番号数値でエラーが発生しました 取次番号
41041 入出金 取次番号項目長でエラーが発生しました 取次番号
41042 入出金 決済結果情報検証値項目長でエラーが発生しました 金融機関決済決済結果情報検証値
41043 入出金 決算結果情報検証値に不整合があります 金融機関決済決済結果情報検証値
41049 入出金 振替金額に不整合があります 金融機関決済振替金額不整合
41050 入出金 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
41051 入出金 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
41052 入出金 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
41053 入出金 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
41054 入出金 顧客金銭テーブルでデータがロックされています 顧客金銭テーブルレコードロック
41055 入出金 お客様の振込先口座情報が登録されておりません。恐れ入りますが、コールセンターにお電話いただきご登録情報をご確認いただくか、PC画面ログイン後から「振込先指定預貯金口座変更届」をご請求ください。 銀行口座送金用口座なし
41056 入出金 銀行口座送金用テーブル取得でエラーが発生しました 銀行口座送金用テーブル取得エラー
41057 入出金 出金可能額取得でエラーが発生しました 出金可能額取得エラー
41058 入出金 出金可能額を超えています 出金可能額超過エラー
41059 入出金 出金予約追加でエラーが発生しました 出金予約追加エラー
41060 入出金 入金明細追加でエラーが発生しました 入金明細追加エラー
41061 入出金 出金予約テーブルがありません 出金予約テーブルなし
41062 入出金 出金予約取消更新でエラーが発生しました 出金予約取消更新エラー
41063 入出金 出金予約でカーソル例外が発生しました 出金予約カーソル例外
41064 入出金 取消金額に不整合があります 取消金額不整合
41065 入出金 出金金額1取得でエラーが発生しました 出金金額1取得エラー
41066 入出金 出金金額2取得でエラーが発生しました 出金金額2取得エラー
41067 入出金 出金金額3取得でエラーが発生しました 出金金額3取得エラー
41068 入出金 出金金額4取得でエラーが発生しました 出金金額4取得エラー
41069 入出金 出金金額5取得でエラーが発生しました 出金金額5取得エラー
41070 入出金 対象日に不整合があります 対象日不整合
41071 入出金 入金条件取得でエラーが発生しました 入金条件取得エラー
41072 入出金 上限金額を超えています 入金上限金額超過
41073 入出金 最低金額未満です 入金下限金額未満
41074 入出金 入金単位ではありません 入金単位額エラー
41075 入出金 振替件数取得でエラーが発生しました 振替件数取得エラー
41076 入出金 本日の入金回数が上限回数を超えたためお受けできません 入金回数超過
41077 入出金 入金合計取得でエラーが発生しました 入金合計取得エラー
41078 入出金 １日の上限金額を超えています 入金合計金額超過
41079 入出金 顧客金銭テーブル更新でエラーが発生しました 顧客金銭テーブル更新エラー
41080 入出金 受渡日(出金日)に誤りがあります 受渡日(出金日)不正
41081 入出金 出金可能額取得でエラーが発生しました 出金可能額取得エラー
41082 入出金 金融機関決済レポート追加でエラーが発生しました 金融機関決済レポート追加エラー
41083 入出金 金融機関決済レポート取得でエラーが発生しました 金融機関決済レポート取得エラー
41084 入出金 金融機関決済レポートはロックされていますでエラーが発生しました 金融機関決済レポートロックエラー
41085 入出金 金融機関決済レポート更新でエラーが発生しました 金融機関決済レポート更新エラー
41086 入出金 金融機関決済顧客登録番号に不整合があります 金融機関決済顧客登録番号不整合
41087 入出金 金融機関決済レポート受付番号取得でエラーが発生しました 金融機関決済レポート受付番号取得エラー
41088 入出金 顧客マスタテーブル取得でエラーが発生しました 顧客マスタテーブル取得エラー
41089 入出金 出金額の上限値を超えています 出金額上限値エラー
41090 入出金 入金取引明細はロックされていますでエラーが発生しました 入金取引明細ロックエラー
41091 入出金 入金取引明細更新でエラーが発生しました 入金取引明細更新エラー
41092 入出金 余力制御にデータ取得でエラーが発生しました 余力制御レコード取得エラー
41093 入出金 お客様の出金を停止させていただいております 余力出金停止
41094 入出金 追証で未入金があります 余力追証未入金有り
41095 入出金 出金合計値の取得に失敗しました 出金合計値取得エラー
41096 入出金 指定された受渡日の出金は既に受付済です 同一受渡日出金レコード存在済エラー
41097 入出金 二階建出金チェックでエラーが発生しました 二階建出金チェックエラー
41098 入出金 二階建出金チェックファイルに問題があります 二階建出金チェックファイル障害
41099 入出金 問合せでエラーが発生しましたが発生しました 問合せエラー
41100 入出金 当日保証金取引レコード作成でエラーが発生しました 当日保証金取引レコード作成エラー
41101 入出金 口座管理テーブル取得でエラーが発生しました 口座管理テーブル取得エラー
41102 入出金 金融機関決済二重登録でエラーが発生しました 金融機関決済二重登録エラー
41103 入出金 余力　取引停止中です 余力取引停止
41104 入出金 既に消込結果テーブル登録済みです 消込結果登録済
41105 入出金 消込結果テーブル取得でエラーが発生しました 消込結果テーブル取得エラー
41111 入出金 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(オンライン入金)
41112 入出金 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(オンライン入金)レコードなし
41113 入出金 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(出金申込/取消)
41114 入出金 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(出金申込/取消)(レコードなし)
41115 入出金 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(入金取引明細)(レコードなし)
41116 入出金 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(入金取引明細)
41117 入出金 システム状態レコードがありません システム状態レコードなし
41118 入出金 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
41119 入出金 システム状態.サービス停止中です システム状態.閉局
41120 入出金 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコードなし
41121 入出金 只今の時間帯は受付できません 受付停止
41131 入出金 日計り拘束金の更新でエラーが発生しました 日計り拘束金
41991 入出金 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
41992 入出金 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
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41993 入出金 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
41994 入出金 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。 振替二重送信エラー
41997 入出金 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
41998 入出金 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
41999 入出金 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
42001 証拠金振替 顧客登録に誤りがあります 顧客登録Ｎ
42002 証拠金振替 部店コードに誤りがあります 部店コード
42003 証拠金振替 システム口座区分に誤りがあります システム口座区分
42004 証拠金振替 第二暗証番号が正しく入力されていません 第二暗証番号
42005 証拠金振替 振替金額を正しく入力して下さい 振替金額ゼロ
42006 証拠金振替 振替金額桁数でエラーが発生しました 振替金額桁数
42007 証拠金振替 市場に誤りがあります 市場
42008 証拠金振替 現金勘定科目に誤りがあります 現金勘定科目
42009 証拠金振替 出入Ｃに誤りがあります 出入Ｃ
42010 証拠金振替 営業日に誤りがあります 営業日
42011 証拠金振替 商品カテゴリでエラーが発生しました 商品カテゴリ
42012 証拠金振替 日付キーに誤りがあります 日付キー不正
42013 証拠金振替 振替限度回数を超えています 振替上限回数超過
42014 証拠金振替 口座未開設です 口座未開設エラー
42015 証拠金振替 振替金額が入力されていません 振替金額不正
42016 証拠金振替 振替金額に数字以外の文字が入力されています 振替金額不正
42040 証拠金振替 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(証拠金→現金)(レコードなし)
42041 証拠金振替 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(現金→証拠金)(レコードなし)
42042 証拠金振替 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(証拠金→現金)
42043 証拠金振替 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(現金→証拠金)
42044 証拠金振替 システム状態レコードがありません システム状態レコードなし
42045 証拠金振替 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
42046 証拠金振替 只今の時間帯は受付できません システム状態.閉局
42047 証拠金振替 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコードなし
42048 証拠金振替 只今の時間帯は受付できません 受付停止
42050 証拠金振替 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
42051 証拠金振替 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
42053 証拠金振替 営業日に誤りがあります 現在日付取得エラー
42054 証拠金振替 営業日に誤りがあります 現在時刻取得エラー
42055 証拠金振替 営業日に誤りがあります 顧客金銭テーブルレコードロック
42056 証拠金振替 営業日に誤りがあります 対象日不整合
42057 証拠金振替 出入Ｃ値に誤りがあります 出入Ｃ値不正
42058 証拠金振替 顧客金銭テーブル更新でエラーが発生しました 顧客金銭テーブル更新エラー
42059 証拠金振替 証拠金振替金額合計値取得でエラーが発生しました 証拠金振替金額合計値取得エラー
42060 証拠金振替 派生証拠金振替追加でエラーが発生しました 派生証拠金振替追加エラー
42061 証拠金振替 派生証拠金が不足しています額取得でエラーが発生しました 派生証拠金不足額取得エラー
42062 証拠金振替 SI顧客テーブルでデータロックが発生しました SI顧客テーブルレコードロック
42063 証拠金振替 SI顧客テーブルのデータ更新でエラーが発生しました SI顧客テーブルレコード更新エラー
42064 証拠金振替 派生証拠金残にデータ追加でエラーが発生しました 派生証拠金残レコード追加エラー
42065 証拠金振替 派生証拠金残のレコードロックでエラーが発生しました 派生証拠金残レコードロック
42066 証拠金振替 派生証拠金残更新でエラーが発生しました 派生証拠金残更新エラー
42068 証拠金振替 出金可能額取得でエラーが発生しました 出金可能額取得エラー
42069 証拠金振替 証拠金振り替え金額が、弊社規定額を超えているため、このお振り替えはお受けできません 出金可能額超過エラー
42070 証拠金振替 振替件数取得でエラーが発生しました 振替件数取得エラー
42071 証拠金振替 証拠金設定値取得でエラーが発生しました 証拠金設定値取得エラー
42072 証拠金振替 振替可能回数を超えています 振替可能数超過エラー
42073 証拠金振替 証拠金残高取得でエラーが発生しました 証拠金残高取得エラー
42074 証拠金振替 為替受付番号取得でエラーが発生しました 為替受付番号取得エラー
42075 証拠金振替 派生証拠金振替取得でエラーが発生しました 派生証拠金振替取得エラー
42076 証拠金振替 派生証拠金振替取得でエラーが発生しました 派生証拠金振替取得エラー
42082 証拠金振替 証拠金残高がが不足していますしています 証拠金不足額エラー
42083 証拠金振替 振替金額が証拠金残高を超えています 証拠金残高エラー
42094 証拠金振替 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
42095 証拠金振替 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
42096 証拠金振替 余力制御にデータ取得でエラーが発生しました 余力制御レコード取得エラー
42097 証拠金振替 お客様の出金を停止させていただいております 余力出金停止
42098 証拠金振替 追証で未入金があります 余力追証未入金有り
42099 証拠金振替 二階建出金チェックでエラーが発生しました 二階建出金チェックエラー
42100 証拠金振替 二階建出金チェックファイルに問題があります 二階建出金チェックファイル障害
42101 証拠金振替 当日保証金取引レコード作成でエラーが発生しました 当日保証金取引レコード作成エラー
42106 証拠金振替 お客様のお取引を停止させていただいております 余力取引停止
42109 証拠金振替 日計り拘束金の更新でエラーが発生しました 日計り拘束金
42991 証拠金振替 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
42992 証拠金振替 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
42993 証拠金振替 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
42994 証拠金振替 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。 振替二重送信エラー
42998 証拠金振替 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
42999 証拠金振替 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
43001 代用振替 顧客登録に誤りがあります 顧客登録Ｎ
43002 代用振替 部店コードに誤りがあります 部店コード
43004 代用振替 第二暗証番号が正しく入力されていません 第二暗証番号
43005 代用振替 振替金額を正しく入力して下さい 振替金額ゼロ
43006 代用振替 振替金額桁数でエラーが発生しました 振替金額桁数
43009 代用振替 出入Ｃデータに誤りがあります 出入Ｃ
43010 代用振替 営業日に誤りがあります 営業日
43011 代用振替 振替限度回数を超えています 振替上限回数超過
43012 代用振替 口座未開設でエラーが発生しました 口座未開設エラー
43013 代用振替 日付キーに誤りがあります 日付キー不正
43014 代用振替 商品コードに誤りがあります 商品コード不正
43040 代用振替 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(レコードなし)
43041 代用振替 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止
43042 代用振替 システム状態ファイルにデータがありません システム状態レコードなし
43043 代用振替 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
43044 代用振替 システム状態.サービス停止中です システム状態.閉局
43045 代用振替 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコードなし
43046 代用振替 只今の時間帯は受付できません 受付停止
43050 代用振替 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
43051 代用振替 第二暗証番号に誤りがあります 第二暗証番号不正
43053 代用振替 営業日に誤りがあります 現在日付取得エラー
43054 代用振替 営業日に誤りがあります 現在時刻取得エラー
43055 代用振替 営業日に誤りがあります 顧客金銭テーブルレコードロック
43056 代用振替 本日の受付は終了いたしました 振替日不整合
43060 代用振替 派生証拠金振替追加でエラーが発生しました 派生証拠金振替追加エラー
43065 代用振替 派生証拠金残のレコードロックでエラーが発生しました 派生証拠金残レコードロック
43066 代用振替 派生証拠金残更新でエラーが発生しました 派生証拠金残更新エラー

31/42 Copyright (C) THE TACHIBANA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.



43068 代用振替 出金可能額取得でエラーが発生しました 出金可能額取得エラー
43069 代用振替 出金可能額超過でエラーが発生しました 出金可能額超過エラー
43078 代用振替 振替可能口数を超えています 振替可能数超過エラー
43079 代用振替 保管顧客残のレコードロックでエラーが発生しました 保管顧客残レコードロック
43080 代用振替 保管顧客残更新でエラーが発生しました 保管顧客残更新エラー
43081 代用振替 預り証券振替追加でエラーが発生しました 預り証券振替追加エラー
43094 代用振替 ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
43095 代用振替 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
43101 代用振替 当日保証金取引レコード作成でエラーが発生しました 当日保証金取引レコード作成エラー
43102 代用振替 保証金推移追加でエラーが発生しました 保証金推移追加エラー
43103 代用振替 保証金推移レコードロックでエラーが発生しました 保証金推移レコードロック
43104 代用振替 保証金推移更新でエラーが発生しました 保証金推移更新エラー
43105 代用振替 銘柄マスタの取得でエラーが発生しました 銘柄マスタ取得エラー
43991 代用振替 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
43992 代用振替 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
43993 代用振替 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
43994 代用振替 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。 振替二重送信エラー
43998 代用振替 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
43999 代用振替 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
51001 各種届出書類請求 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
51002 各種届出書類請求 請求受付日時項目に誤りがあります 請求受付日時
51003 各種届出書類請求 請求書類番号項目に誤りがあります 請求書類N
51004 各種届出書類請求 処理日時項目に誤りがあります 処理日時
51005 各種届出書類請求 処理済C項目に誤りがあります 処理済C
51006 各種届出書類請求 宛先指定C項目に誤りがあります 宛先指定C
51007 各種届出書類請求 その他備考C項目に誤りがあります その他備考C
51050 各種届出書類請求 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
51051 各種届出書類請求 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号不整合
51052 各種届出書類請求 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
51053 各種届出書類請求 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
51054 各種届出書類請求 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
51055 各種届出書類請求 届出請求テーブルでデータロックエラーが発生しました 届出請求テーブルロックエラー
51056 各種届出書類請求 届出請求テーブル更新でエラーが発生しました 届出請求テーブル更新エラー
51057 各種届出書類請求 届出請求テーブル追加でエラーが発生しました 届出請求テーブル追加エラー
51063 勤務先携帯変更 携帯勤務先変更申込テーブル情報取得でエラーが発生しました 携帯勤務先変更情報取得エラー
51064 勤務先携帯変更 以前ご入力いただきました携帯番号・勤務先情報変更を弊社で確認中のため、この変更申込はお受けできません。 携帯勤務先変更申込中
51095 各種届出書類請求 顧客情報取得でエラーが発生しました 顧客情報取得エラー
51096 各種届出書類請求 電子交付マスタ取得でエラーが発生しました 電子交付マスタ取得エラー
51097 各種届出書類請求 インサイダー情報取得でエラーが発生しました インサイダー情報取得エラー
51098 各種届出書類請求 手数料番号取得でエラーが発生しました 手数料番号取得エラー
51099 各種届出書類請求 問合せでエラーが発生しましたが発生しました 問合せエラー
51991 各種届出書類請求 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
51992 各種届出書類請求 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
51993 各種届出書類請求 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
51994 各種届出書類請求 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
51997 各種届出書類請求 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
51998 各種届出書類請求 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
51999 各種届出書類請求 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
52001 メールアドレス変更 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
52002 メールアドレス変更 メールアドレス１に誤りがあります メールアドレス１
52003 メールアドレス変更 株式約定メール設定に誤りがあります 株式約定メール設定
52004 メールアドレス変更 株式未約定メール設定に誤りがあります 株式未約定メール設定
52005 メールアドレス変更 先OP約定メール設定に誤りがあります 先OP約定メール設定
52006 メールアドレス変更 先OP未約定メール設定に誤りがあります 先OP未約定メール設定
52007 メールアドレス変更 パスワードが一致しません パスワード不正
52011 メールアドレス変更 メールアドレス２に誤りがあります メールアドレス２
52012 メールアドレス変更 株式発注メール設定に誤りがあります 株式発注メール設定
52013 メールアドレス変更 株式訂正メール設定に誤りがあります 株式訂正メール設定
52014 メールアドレス変更 株式発注拒否メール設定に誤りがあります 株式発注拒否メール設定
52015 メールアドレス変更 株式訂正受付メール設定に誤りがあります 株式訂正受付メール設定
52016 メールアドレス変更 株式訂正拒否メール設定に誤りがあります 株式訂正拒否メール設定
52017 メールアドレス変更 株式内出来メール設定に誤りがあります 株式内出来メール設定
52050 メールアドレス変更 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
52051 メールアドレス変更 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号不整合
52052 メールアドレス変更 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
52053 メールアドレス変更 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
52054 メールアドレス変更 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
52055 メールアドレス変更 メールアドレス管理テーブルでデータロックエラーが発生しました メールアドレス管理テーブルロックエラー
52056 メールアドレス変更 メールアドレス管理テーブル更新でエラーが発生しました メールアドレス管理テーブル更新エラー
52057 メールアドレス変更 メールアドレス管理テーブル追加でエラーが発生しました メールアドレス管理テーブル追加エラー
52099 メールアドレス変更 問合せでエラーが発生しましたが発生しました 問合せエラー
52991 メールアドレス変更 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
52992 メールアドレス変更 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
52993 メールアドレス変更 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
52994 メールアドレス変更 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
52997 メールアドレス変更 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
52998 メールアドレス変更 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
52999 メールアドレス変更 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
53001 手数料変更申込み 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
53002 手数料変更申込み 手数料商品区分項目に誤りがあります 手数料商品区分
53003 手数料変更申込み 適用開始日項目に誤りがあります 適用開始日
53004 手数料変更申込み 手数料番号Ｏ項目に誤りがあります 手数料ＮＯ
53005 手数料変更申込み 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号不整合
53006 手数料変更申込み その他備考C項目に誤りがあります その他備考C
53050 手数料変更申込み 処理中にエラーが発生しました プロシージャエラー
53051 手数料変更申込み 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号不整合
53052 手数料変更申込み 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
53053 手数料変更申込み 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
53054 手数料変更申込み 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
53055 手数料変更申込み 手数料変更申込テーブルでデータロックエラーが発生しました 手数料変更申込テーブルロックエラー
53056 手数料変更申込み 手数料変更申込テーブル更新でエラーが発生しました 手数料変更申込テーブル更新エラー
53057 手数料変更申込み 手数料変更申込テーブル追加でエラーが発生しました 手数料変更申込テーブル追加エラー
53058 手数料変更申込み 手数料情報取得でエラーが発生しました 手数料情報取得エラー
53095 手数料変更申込み 顧客情報取得でエラーが発生しました 顧客情報取得エラー
53096 手数料変更申込み 営業日カレンダー取得でエラーが発生しました 営業日カレンダー取得エラー
53099 手数料変更申込み 問合せでエラーが発生しましたが発生しました 問合せエラー
53991 手数料変更申込み セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
53992 手数料変更申込み セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
53993 手数料変更申込み セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
53994 手数料変更申込み ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
53997 手数料変更申込み ネットでエラーが発生しました ネットエラー
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53998 手数料変更申込み ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
53999 手数料変更申込み サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
54001 ログインパスワード変更 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
54002 ログインパスワード変更 ログインパスワード項目に誤りがあります ログインパスワード
54003 ログインパスワード変更 変更後パスワード項目に誤りがあります 変更後パスワード
54005 ログインパスワード変更 変更前と変更後の暗証番号が同一です。 暗証番号変化なし
54006 ログインパスワード変更 入力された新暗証番号は、指定可能な文字種ではありません。ご確認の上、再度入力してください。 暗証番号要件エラー
54007 ログインパスワード変更 暗証番号が確認用のものと一致しておりません。 確認用パスワードエラー
54008 ログインパスワード変更 暗証番号は4桁以上で設定してください。 パスワード長不足
54050 ログインパスワード変更 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
54052 ログインパスワード変更 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
54053 ログインパスワード変更 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
54054 ログインパスワード変更 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
54055 ログインパスワード変更 顧客情報テーブルはロックされていますでエラーが発生しました 顧客情報テーブルロックエラー
54056 ログインパスワード変更 顧客情報テーブル更新でエラーが発生しました 顧客情報テーブル更新エラー
54057 ログインパスワード変更 顧客情報テーブル追加でエラーが発生しました 顧客情報テーブル追加エラー
54060 ログインパスワード変更 パスワードが一致しません パスワード不整合
54061 ログインパスワード変更 ログイン属性テーブル更新でエラーが発生しました ログイン属性テーブル更新エラー
54062 ログインパスワード変更 ログイン属性テーブル追加でエラーが発生しました ログイン属性テーブル追加エラー
54101 ログインパスワード変更 コールセンターからの設定変更はできません。 コールセンターからの設定変更不可
54997 ログインパスワード変更 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
54998 ログインパスワード変更 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
54999 ログインパスワード変更 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
55001 第二暗証番号変更 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
55002 第二暗証番号変更 ログインパスワード項目に誤りがあります ログインパスワード
55003 第二暗証番号変更 変更後パスワード項目に誤りがあります 変更後パスワード
55005 第二暗証番号変更 変更前と変更後の暗証番号が同一です。 暗証番号変化なし
55006 第二暗証番号変更 入力された新暗証番号は、指定可能な文字種ではありません。ご確認の上、再度入力してください。 暗証番号要件エラー
55007 第二暗証番号変更 暗証番号が確認用のものと一致しておりません。 確認用パスワードエラー
55008 第二暗証番号変更 暗証番号は4桁以上で設定してください。 パスワード長不足
55050 第二暗証番号変更 処理中にエラーが発生しました プロシージャエラー
55051 第二暗証番号変更 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号不整合
55052 第二暗証番号変更 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
55053 第二暗証番号変更 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
55054 第二暗証番号変更 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
55055 第二暗証番号変更 顧客情報テーブルでデータロックエラーが発生しました 顧客情報テーブルロックエラー
55056 第二暗証番号変更 顧客情報テーブル更新でエラーが発生しました 顧客情報テーブル更新エラー
55057 第二暗証番号変更 顧客情報テーブル追加でエラーが発生しました 顧客情報テーブル追加エラー
55101 第二暗証番号変更 コールセンターからの設定変更はできません。 コールセンターからの設定変更不可
55997 第二暗証番号変更 ネットワークでエラーが発生しました ネットエラー
55998 第二暗証番号変更 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
55999 第二暗証番号変更 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
56001 勤務先携帯変更 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
56002 勤務先携帯変更 自宅電話番号項目に誤りがあります 自宅電話番号
56003 勤務先携帯変更 請求書類番号項目に誤りがあります 携帯番号N
56004 勤務先携帯変更 勤務先項目に誤りがあります 勤務先
56005 勤務先携帯変更 勤務先郵便番号項目に誤りがあります 勤務先郵便番号
56006 勤務先携帯変更 勤務先住所1項目に誤りがあります 勤務先住所1
56007 勤務先携帯変更 勤務先住所2項目に誤りがあります 勤務先住所2
56008 勤務先携帯変更 勤務先住所3項目に誤りがあります 勤務先住所3
56009 勤務先携帯変更 勤務先電話番号項目に誤りがあります 勤務先電話番号
56010 勤務先携帯変更 勤務先所属部署項目に誤りがあります 勤務先所属部署
56011 勤務先携帯変更 勤務先役職目に誤りがあります 勤務先役職
56012 勤務先携帯変更 第二暗証番号が一致しません 第二暗証番号
56050 勤務先携帯変更 処理中にエラーが発生しました プロシージャエラー
56051 勤務先携帯変更 第二暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 第二暗証番号不整合
56052 勤務先携帯変更 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
56053 勤務先携帯変更 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
56054 勤務先携帯変更 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
56055 勤務先携帯変更 携帯勤務先変更申込テーブルはロックされていますでエラーが発生しました 携帯勤務先変更申込テーブルロックエラー
56056 勤務先携帯変更 携帯勤務先変更申込テーブル更新でエラーが発生しました 携帯勤務先変更申込テーブル更新エラー
56057 勤務先携帯変更 携帯勤務先変更申込テーブル追加でエラーが発生しました 携帯勤務先変更申込テーブル追加エラー
56059 勤務先携帯変更 顧客情報取得でエラーが発生しました 顧客情報取得エラー
56099 勤務先携帯変更 問合せでエラーが発生しましたが発生しました 問合せエラー
56101 勤務先携帯変更 入力項目はすでに登録されています 項目データ変化なし
56991 勤務先携帯変更 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
56992 勤務先携帯変更 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
56993 勤務先携帯変更 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
56994 勤務先携帯変更 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
56997 勤務先携帯変更 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
56998 勤務先携帯変更 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
56999 勤務先携帯変更 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
57001 市況情報 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
57002 市況情報 ログインパスワード項目に誤りがあります ログインパスワード
57010 市況情報 指定された申込期間が不正です。 申込期間不正
57011 市況情報 選択された情報オプションは現在サービス停止中です。 情報オプション停止中
57012 市況情報 残金不足のため、このお申し込みはお受けできません。 余力不足
57013 市況情報 顧客拘束金ファイルに問題が発生しました 顧客拘束金ファイル障害
57014 市況情報 顧客拘束金レコード作成でエラーが発生しました 顧客拘束金レコード作成エラー
57015 市況情報 顧客拘束金レコード更新でエラーが発生しました 顧客拘束金レコード更新エラー
57016 市況情報 日付情報ファイルに問題が発生しました 日付情報ファイル障害
57021 市況情報 有料情報サービスは現在提供されておりません。 有料情報サービスなし
57030 株価ボード 登録完了 CSV登録処理正常終了
57031 株価ボード 既に全ページ登録済みです 登録件数超過
57032 株価ボード 読込み処理を中断しました。（CSVファイルではありません） ファイル名不正
57033 株価ボード 読込み処理を中断しました。（ファイルサイズが1MBを超過） ファイルサイズ1MB超過
57034 株価ボード 読込み処理を中断しました。（空ファイル） ファイルサイズ不正
57035 株価ボード 読込み処理を中断しました。（ファイル書込み失敗） データ書き込みエラー
57036 株価ボード 読込み処理を中断しました。（ファイル読込み失敗） ファイルオープンエラー
57037 株価ボード 読込み処理を中断しました。（ファイルオープン失敗） アップロードファイルオープンエラー
57038 株価ボード 保存した株価ボードファイルを選択してください。 データフォーマットエラー
57039 株価ボード 読込み処理を中断しました。（に誤りがありますな文字） データ不正
57040 株価ボード 読込み処理を中断しました。（銘柄コードの桁数に誤りがあります） 銘柄コード不正
57041 株価ボード コールセンタモードのため登録処理を中断します。権限に関わらず、オペレータによる登録はできません。 コールセンタモードでの登録不可
57101 市況情報 表示対象データはありません 銘柄マスタレコードなし
57102 市況情報 銘柄マスタレコードがありません 銘柄マスタレコードなし
57151 ポートフォリオ 同一の銘柄コード・市場・単価を持ったデータは登録できません。 登録銘柄重複
57161 ポートフォリオ 注文の概算代金が、弊社指定の上限を超えています。 数量指定エラー
57162 ポートフォリオ 銘柄コードに該当が存在しません。 銘柄コード指定エラー
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57163 ポートフォリオ 選択した市場では上場していません。 市場コード指定エラー
57171 ポートフォリオ ポートフォリオ登録処理時でエラーが発生しました。 ポートフォリオ登録処理エラー
57201 計算サービス 日計り銘柄 試算処理でエラーが発生しました 日計り試算取得処理異常
57301 計算サービス 時価の取得でエラーが発生しました。手動で単価をご入力ください。 時価取得エラー
57302 計算サービス ＤＢでエラーが発生しました(顧客手数料マスタ) ＤＢエラー(顧客手数料マスタ)
57303 計算サービス ＤＢでエラーが発生しました(手数料マスタ) ＤＢエラー(手数料マスタ)
57304 計算サービス ＤＢでエラーが発生しました(課税率マスタ) ＤＢエラー(課税率マスタ)
57981 情報サービス申込 DBでエラーが発生しました(運用ステータス) 運用ステータス不正
57982 情報サービス申込 システムが受付可能時間外です。 システム停止
57983 情報サービス申込 只今の時間帯は受付できません 情報サービス申込業務停止中
57984 情報サービス申込 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせください。 支店ロック中
57991 市況情報 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
57992 市況情報 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
57993 市況情報 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
57994 市況情報 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
57996 市況情報 ネットでエラーが発生しました 可能額取得エラー
57998 市況情報 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
57999 市況情報 接続がタイムアウトで切断しました タイムアウト
58001 口座開設 顧客登録項目に誤りがあります 顧客登録Ｎ
58002 口座開設 ログインパスワードに誤りがあります ログインパスワード
58011 口座開設 FXログインIDが正しく生成されませんでした。 FXログインID生成エラー
58012 口座開設 ユーザIDに誤りがあります ユーザID不正
58037 口座開設 システム口座区分が不正のため金商法交付ドキュメントが取得できません。 システム口座区分不正
58101 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(インスタンスに誤りがあります) インスタンスエラー
58102 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(文字列長に誤りがあります) 文字列長エラー
58103 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(数値に誤りがあります) 数値チェックエラー
58104 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(省略不可) NULLチェックエラー
58111 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(本人職業・内部者組合せに誤りがあります) 本人職業・内部者組合せエラー
58112 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(世帯主職業・内部者組合せに誤りがあります) 世帯主職業・内部者組合せエラー
58113 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(職業・収入組合せに誤りがあります) 職業・収入組合せエラー
58114 口座開設 入力不備がありますので修正してください。(振込先・配当金受取組合せに誤りがあります) 振込先・配当金受取組合せエラー
58900 口座開設 現在 口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 総合口座開設申込中
58901 口座開設 現在 信用口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 信用口座開設申込中
58902 口座開設 現在 先物・オプション口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 先物・オプション口座開設申込中
58903 口座開設 現在 立花くりっく365口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 FX口座開設申込中
58904 口座開設 現在 NISA口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 NISA口座開設申込中
58905 口座開設 現在 お子さま口座の開設をお申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 お子さま口座開設申込中
58950 住所検索 検索用の郵便番号は、3桁以上で入力してください。 郵便番号３桁未満
58951 住所検索 検索用の郵便番号には、数値を入力してください。 郵便番号不正
58998 口座開設 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
58999 口座開設 接続がタイムアウトで切断しました タイムアウト
59037 資産履歴 システム口座区分が不正のため金商法交付ドキュメントが取得できません。 システム口座区分不正
59101 資産履歴 既に電子交付申込中のため、新たにお申し込みをお受けする事はできません。 電子交付申込中
59301 NISAロールオーバー申込 銘柄コードが正しくありません。 銘柄なし
59302 NISAロールオーバー申込 ロールオーバー数量がありません。 ロールオーバー数なし
59303 NISAロールオーバー申込 銘柄コードが正しくありません。 銘柄コード不正
59304 NISAロールオーバー申込 ロールオーバー数量が正しくありません。売買単位に則した数値を入力してください。 ロールオーバー数不正
59305 NISAロールオーバー申込 すでにロールオーバー申込が行われています。再度申し込む場合は一度取り消してください。 ロールオーバー申込重複
59306 NISAロールオーバー申込 ロールオーバー数量が正しくありません。1つ以上の銘柄を申し込んでください。 ロールオーバー対象無指定
59307 NISAロールオーバー申込 対象のレコードが存在しません。 更新対象レコードなし
59308 NISAロールオーバー申込 更新内容の値で既に更新されています。 更新済みエラー
59309 NISAロールオーバー申込 受付番号の取得に失敗しました。 受付番号不正
59991 資産履歴 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
59992 資産履歴 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
59993 資産履歴 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
59994 資産履歴 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
59998 資産履歴 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
59999 資産履歴 接続がタイムアウトで切断しました タイムアウト
60001 携帯パラメータ 銘柄選択ラジオボタンは必須入力です。 銘柄未選択
60002 携帯パラメータ 対象注文が選択されていません。 注文未選択
60003 携帯パラメータ 対象建玉が選択されていません。 建玉未選択
60004 携帯パラメータ 対象商品が選択されていません。 先物商品
60006 携帯パラメータ プット・コールを選択して下さい。 OP区分
60007 携帯パラメータ 権利行使価格が入力されていません。 権利行使価格
60008 携帯パラメータ 取消対象とする出勤日が選択されていません。 対象出金日
60009 携帯パラメータ 権利行使価格に誤りがあります 権利行使価格不正
60011 携帯パラメータ 銘柄コードは必須入力です 銘柄コード不正
60012 携帯パラメータ 文字数に誤りがあります 銘柄コード不正
60013 携帯パラメータ 正しく入力して下さい 銘柄コード不正
60014 携帯パラメータ ご指定の銘柄は見つかりません. 銘柄コード不正
60015 携帯パラメータ 現引現渡済の注文は訂正できません。取消を行ってから再度行ってください。 現引現渡訂正
60016 携帯パラメータ ご指定の銘柄は、上場されておりません。 銘柄コード不正
60017 携帯パラメータ ご指定の銘柄の買付は、弊社ではお取扱いできません 銘柄コード不正(現物買付)
60018 携帯パラメータ ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません 銘柄コード不正(信用新規)
60019 携帯パラメータ ご指定の銘柄の買付は、弊社ではお取扱いできません 銘柄コード不正(現物買付)
60020 携帯パラメータ ご指定の銘柄は、弊社ではお取扱いできません 銘柄コード不正(信用新規)
70001 情報系 ただいま当該市場の情報配信を停止しております 配信規制
70002 情報系 リアル情報に遅延が発生しています。ご注意ください。 QNFS障害
70003 情報系 決算情報に遅延が発生しています。ご注意ください。 JIJI障害
84304 株式一括取消 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
84980 株式一括取消 取消できる注文がありません 取消可能注文なし
84991 株式一括取消 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
84992 株式一括取消 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
84993 株式一括取消 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
84994 株式一括取消 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
84997 株式一括取消 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
84998 株式一括取消 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
84999 株式一括取消 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
85304 株式一括返済 第二暗証番号が誤っています 顧客マスタ.第二パスワード不一致
85980 株式一括返済 返済できる建玉がありません 返済可能建玉なし
85991 株式一括返済 セッション情報レコードがありません セッション情報レコードなし
85992 株式一括返済 セッション情報レコードファイルに問題が発生しました セッション情報レコードファイル障害
85993 株式一括返済 セッション情報レコード更新でエラーが発生しました セッション情報レコード更新エラー
85994 株式一括返済 ボタンが２回以上押されたた可能性があります。注文状況照会をご確認下さい。 注文二重送信エラー
85997 株式一括返済 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
85998 株式一括返済 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
85999 株式一括返済 サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト

100001 管理者ログイン 管理者コードに誤りがあります 管理者コード不正
100002 管理者ログイン パスワードが正しくありません パスワード不正
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100003 管理者ログイン ユーザタイプに誤りがあります ユーザタイプ不正
100005 管理者ログイン ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
100006 管理者ログイン ダミーセッションＩＤに誤りがあります ダミーセッションＩＤ不正
100020 管理者ログイン ダミーセッションファイルに問題があります ダミーセッションファイル障害
100021 管理者ログイン ダミーセッションにデータがありません ダミーセッションレコードなし
100033 管理者ログイン 管理者マスタログインはロックされています 管理者マスタログインロック
100034 管理者ログイン 管理者マスタログインができません 管理者マスタログインＮＧ
100035 管理者ログイン 管理者マスタパスワードが間違っています 管理者マスタパスワード不一致
100040 管理者ログイン システム設定ファイルに問題があります システム設定ファイル障害
100041 管理者ログイン システム設定にデータがありません システム設定レコードなし
100045 管理者ログイン BAD_IPファイルに問題があります BAD_IPファイル障害
100046 管理者ログイン BAD_IPにデータ作成でエラーが発生しました BAD_IPレコード作成エラー
100047 管理者ログイン BAD_IP許可件数を超えています BAD_IP許可件数オーバー
100050 管理者ログイン 管理者セッション情報ファイルに問題があります 管理者セッション情報ファイル障害
100051 管理者ログイン 管理者セッション情報にデータがありません 管理者セッション情報レコードなし
100052 管理者ログイン 管理者セッション情報のデータ更新でエラーが発生しました 管理者セッション情報レコード更新エラー
100053 管理者ログイン 管理者セッション情報にデータ作成でエラーが発生しました 管理者セッション情報レコード作成エラー
100054 管理者ログイン 管理者セッションＩＤ生成でエラーが発生しました 管理者セッションＩＤ生成エラー
100055 管理者ログイン 管理者マスタファイルに問題があります 管理者マスタファイル障害
100056 管理者ログイン 管理者マスタにデータがありません 管理者マスタレコードなし
100057 管理者ログイン 管理者マスタのデータ更新でエラーが発生しました 管理者マスタレコード更新エラー
100060 管理者ログイン 管理者グループマスタファイルに問題があります 管理者グループマスタファイル障害
100061 管理者ログイン 管理者グループマスタにデータがありません 管理者グループマスタレコードなし
100062 管理者ログイン 管理者グループマスタのデータ更新でエラーが発生しました 管理者グループマスタレコード更新エラー
100063 管理者ログイン 管理者グループ権限ファイルに問題があります 管理者グループ権限ファイル障害
100065 管理者ログイン 管理者グループ権限のデータ更新でエラーが発生しました 管理者グループ権限レコード更新エラー
100070 管理者ログイン 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
100071 管理者ログイン 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
100997 管理者ログイン ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
100998 管理者ログイン ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
101007 メインメニュー 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
101008 メインメニュー 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
101009 メインメニュー 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
101998 メインメニュー ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
102007 サブメニュー 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
102008 サブメニュー 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
102009 サブメニュー 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
102010 サブメニュー 入力時間外です 入力時間外
102601 サブメニュー サービス停止中です 閉局中
102998 サブメニュー ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
110002 顧客基本情報問合せ パスワードが正しくありません パスワード不正
110003 顧客基本情報問合せ システム権限がありません システム権限エラー
110007 顧客基本情報問合せ 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
110008 顧客基本情報問合せ 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
110009 顧客基本情報問合せ 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
110020 顧客基本情報問合せ 顧客情報取得でエラーが発生しました 顧客情報取得エラー
110021 顧客基本情報問合せ ロック顧客取得でエラーが発生しました ロック顧客取得エラー
110022 顧客基本情報問合せ USER管理取得でエラーが発生しました USER管理取得エラー
110023 顧客基本情報問合せ インサイダー情報取得でエラーが発生しました インサイダー情報取得エラー
110024 顧客基本情報問合せ 電子交付マスタ取得でエラーが発生しました 電子交付マスタ取得エラー
110030 顧客基本情報問合せ 該当する顧客がありません 該当顧客なし
110401 顧客基本情報問合せ 業務接続番号取得でエラーが発生しました 業務接続番号取得エラー
110998 顧客基本情報問合せ ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
112002 メッセージ機能 パスワードが正しくありません パスワード不正
112003 メッセージ機能 システム権限がありません システム権限エラー
112007 メッセージ機能 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
112008 メッセージ機能 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
112009 メッセージ機能 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
112011 プライベートインフォメーション アップロードファイルを選択しなおしてください アップロードファイル不正
112012 プライベートインフォメーション ファイルのアップロード処理が異常終了しました ファイルアップロードエラー
112013 プライベートインフォメーション ファイルのアップロード処理が異常終了しました アップロードファイルオープンエラー
112014 プライベートインフォメーション ファイルに誤ったフォーマットのレコードが存在するため、処理を中断します アップロードファイルフォーマットエラー
112020 プライベートインフォメーション 顧客が登録されていません 顧客マスタレコードなし
112021 プライベートインフォメーション プライベートインフォメーションが登録されていません PI_マスタレコードなし
112022 プライベートインフォメーション PI_ダイレクトが登録されていません PI_ダイレクトレコードなし
112030 プライベートインフォメーション PI_マスタ取得でエラーが発生しました PI_マスタ取得SQLエラー
112050 プライベートインフォメーション 処理でエラーが発生しました プロシージャエラー
112051 プライベートインフォメーション 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
112052 プライベートインフォメーション PI_通番採番でエラーが発生しました PI_通番採番エラー
112053 プライベートインフォメーション PI_マスタのデータロックでエラーが発生しました PI_マスタレコードロックエラー
112054 プライベートインフォメーション PI_ダイレクトのデータロックでエラーが発生しました PI_ダイレクトレコードロックエラー
112056 プライベートインフォメーション PI_マスタにデータ作成でエラーが発生しました PI_マスタレコード作成エラー
112057 プライベートインフォメーション PI_表示条件のデータ作成でエラーが発生しました PI_ダイレクトレコード作成エラー
112058 プライベートインフォメーション PI_ダイレクトのデータ作成でエラーが発生しました PI_ダイレクト一時テーブルレコード作成エラー
112059 プライベートインフォメーション PI_マスタのデータ更新でエラーが発生しました PI_マスタレコード更新エラー
112061 プライベートインフォメーション PI_ダイレクトのデータ更新でエラーが発生しました PI_ダイレクトレコード更新エラー
112062 プライベートインフォメーション PI_マスタのデータ削除でエラーが発生しました PI_マスタレコード削除エラー
112064 プライベートインフォメーション PI_ダイレクトのデータ削除でエラーが発生しました PI_ダイレクトレコード削除エラー
112101 メール設定 入力されたレコードキーは既に存在します レコード一意制約エラー
112102 メール設定 入力されたレコードキーが存在しません レコードなしエラー
112201 連絡管理 入力された検索件名に誤りがあります 検索件名不正
112202 連絡管理 ダウンロードファイルのレコード件数が500件を超過しています レコード件数超過
112401 連絡管理 業務接続番号取得でエラーが発生しました 業務接続番号取得エラー
112420 連絡管理 信用口座開設申込レコードがありません 信用口座開設申込レコードなし
112421 連絡管理 先物・オプション口座開設申込レコードがありません 先物・オプション口座開設申込レコードなし
112461 連絡管理 信用口座開設申込レコードロックでエラーが発生しました 信用口座開設申込レコードロックエラー
112465 連絡管理 先物・オプション口座開設申込レコードロックでエラーが発生しました 先物・オプション口座開設申込レコードロックエラー
112466 連絡管理 信用口座開設申込(当日)レコード作成でエラーが発生しました 信用口座開設申込(当日)レコード作成エラー
112510 連絡管理 各種届出書類請求レコードがありません 各種届出書類請求レコードなし
112520 連絡管理 各種届出書類請求レコードロックでエラーが発生しました 各種届出書類請求レコードロックエラー
112530 連絡管理 各種届出書類請求レコード更新でエラーが発生しました 各種届出書類請求レコード更新エラー
112701 プライベートインフォメーション 件数が500件を超えているため、ファイルを分割して、再度実行して下さい。 レコード件数が処理限界値を越えています
112702 プライベートインフォメーション データが重複しています レコード重複
112703 プライベートインフォメーション 削除対象データが見つかりませんでした 削除対象データなし
112704 プライベートインフォメーション アップロードファイルのデータが正しくありません アップロードファイルデータフォーマット不正
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112705 プライベートインフォメーション アップロードの処理区分が正しくありません 処理区分不正
112706 プライベートインフォメーション アップロード処理が全件異常終了しました アップロード処理全件エラー
112707 プライベートインフォメーション アップロード処理が一部異常終了しました アップロード処理一部エラー
112998 メッセージ機能 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
113002 顧客勘定 パスワードが正しくありません パスワード不正
113007 顧客勘定 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
113008 顧客勘定 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
113009 顧客勘定 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
113998 顧客勘定 問合せでエラーが発生しました ＤＢエラー
114002 為替口座申込ステータス入力 パスワードが正しくありません パスワード不正
114007 為替口座申込ステータス入力 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
114008 為替口座申込ステータス入力 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
114009 為替口座申込ステータス入力 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
114012 為替口座申込ステータス入力 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録番号不正
114013 為替口座申込ステータス入力 識別コードに誤りがあります 識別コード不正
114014 為替口座申込ステータス入力 口座開設区分に誤りがあります 口座開設区分不正
114050 為替口座申込ステータス入力 該当レコードが存在しません ＦＸ口座開設申込テーブル確定レコード無し
114051 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブルレコードロックでエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込テーブルロックエラー
114052 為替口座申込ステータス入力 既に確定済です ＦＸ口座開設申込テーブル確定済
114053 為替口座申込ステータス入力 既に当日レコードが存在している(論理矛盾) ＦＸ口座開設申込テーブルレコード存在エラー
114054 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル(当日)レコードロックでエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込当日レコードロックエラー
114055 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル(当日)レコード更新でエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込当日レコード更新エラー
114056 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル(当日)レコードの追加でエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込当日レコードインサートエラー
114057 為替口座申込ステータス入力 申込採番取得でエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込採番取得エラー
114058 為替口座申込ステータス入力 でエラーが発生しましたが発生しました ＦＸ口座開設申込その他エラー
114060 為替口座申込ステータス入力 取消対象レコードが見付かりません ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)レコード無し
114061 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル(当日)レコードロックでエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)確定レコードロックエラー
114062 為替口座申込ステータス入力 既に確定済です ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)確定済
114063 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル更新でエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)確定レコード更新エラー
114066 為替口座申込ステータス入力 ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)その他でエラーが発生しました ＦＸ口座開設申込テーブル(取消)その他エラー
114998 為替口座申込ステータス入力 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
115002 為替振替更新 パスワードが正しくありません パスワード不正
115007 為替振替更新 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
115008 為替振替更新 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
115009 為替振替更新 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
115011 為替振替更新 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録番号不正
115012 為替振替更新 識別コードに誤りがあります 識別コード不正
115014 為替振替更新 受付番号に誤りがあります 受付番号
115015 為替振替更新 為替保証金口座番号に誤りがあります 為替保証金口座番号
115016 為替振替更新 入出金番号に誤りがあります 入出金番号
115017 為替振替更新 出入Ｃに誤りがあります 出入Ｃ
115018 為替振替更新 振替金額が0円です 振替金額
115019 為替振替更新 振替金額に誤りがあります 振替金額
115020 為替振替更新 振替日に誤りがあります 振替日
115021 為替振替更新 振替ステータスに誤りがあります 振替ステータス不正
115025 為替振替更新 指定された内容に問題が発生しました パラメータ不正
115040 為替振替更新 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(証拠金→現金)(レコードなし)
115041 為替振替更新 サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(現金→証拠金)(レコードなし)
115042 為替振替更新 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(証拠金→現金)
115043 為替振替更新 このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(現金→証拠金)
115044 為替振替更新 システム状態レコードがありません システム状態レコードなし
115045 為替振替更新 システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
115046 為替振替更新 システム状態.サービス停止中です システム状態.閉局
115047 為替振替更新 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコードなし
115048 為替振替更新 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス.受付停止中
115050 為替振替更新 為替振替更新.その他でエラーが発生しました その他エラー
115055 為替振替更新 顧客金銭テーブルレコードロックでエラーが発生しました 顧客金銭テーブルレコードロック
115056 為替振替更新 対象日が顧客金銭テーブルと不整合です 対象日不整合
115057 為替振替更新 入出力区分に誤りがあります IOC値不正
115058 為替振替更新 顧客金銭テーブル更新でエラーが発生しました 顧客金銭テーブル更新エラー
115084 為替振替更新 為替証拠金追加でエラーが発生しました 為替証拠金追加エラー
115085 為替振替更新 為替証拠金テーブルに該当レコードが存在しません 為替証拠金対象レコード無し
115086 為替振替更新 為替証拠金追加でエラーが発生しました 為替証拠金対象レコードロック
115087 為替振替更新 為替証拠金更新でエラーが発生しました 為替証拠金更新エラー
115088 為替振替更新 振替ステータスに誤りがあります 振替ステータス不正
115089 為替振替更新 為替証拠金振替または顧客マスタデータが存在しません 為替証拠金振替または顧客マスタデータ無し
115090 為替振替更新 為替証拠金振替または顧客マスタデータ取得でエラーが発生しました 為替証拠金振替または顧客マスタ取得エラー
115091 為替振替更新 対象レコードは既に削除済または決済完了済です 為替証拠金振替レコード状態エラー
115092 為替振替更新 口座管理データが存在しません 口座管理データ無し
115093 為替振替更新 口座管理データ取得でエラーが発生しました 口座管理取得エラー
115998 為替振替更新 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
116002 為替振替アップロード パスワードが正しくありません パスワード不正
116007 為替振替アップロード 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
116008 為替振替アップロード 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
116009 為替振替アップロード 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
116011 為替振替アップロード 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録番号不正
116012 為替振替アップロード 識別コードに誤りがあります 識別コード不正
116014 為替振替アップロード 受付番号に誤りがあります 受付番号
116015 為替振替アップロード 為替保証金口座番号に誤りがあります 為替保証金口座番号
116016 為替振替アップロード 入出金番号に誤りがあります 入出金番号
116017 為替振替アップロード 出入Ｃに誤りがあります 出入Ｃ
116018 為替振替アップロード 振替金額が0円です 振替金額
116019 為替振替アップロード 振替金額に誤りがあります 振替金額
116020 為替振替アップロード 振替日に誤りがあります 振替日
116030 為替振替アップロード 内部ファイルオープンでエラーが発生しました ファイルオープンエラー
116031 為替振替アップロード 内部ファイル書込でエラーが発生しました ファイル書込エラー
116032 為替振替アップロード 内部ファイル読込でエラーが発生しました ファイル読込エラー
116033 為替振替アップロード データに誤りがあります ファイルデータ不正
116035 為替振替アップロード 1件以上の個別データでエラーが発生しました 個別エラーあり
116040 為替振替アップロード サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(証拠金→現金)(レコードなし)
116041 為替振替アップロード サービス別取扱レコードがありません サービス取扱い停止(現金→証拠金)(レコードなし)
116042 為替振替アップロード このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(証拠金→現金)
116043 為替振替アップロード このサービスは取り扱っておりません サービス取扱い停止(現金→証拠金)
116044 為替振替アップロード システム状態レコードがありません システム状態レコードなし
116045 為替振替アップロード システムが受付可能時間外です。 システム状態.ログイン不許可
116046 為替振替アップロード システムが受付可能時間外です。 システム状態.閉局
116047 為替振替アップロード 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコードなし
116048 為替振替アップロード 只今の時間帯は受付できません 運用ステータス.受付停止中
116050 為替振替アップロード その他でエラーが発生しました その他エラー
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116055 為替振替アップロード 顧客金銭テーブルレコードロックでエラーが発生しました 顧客金銭テーブルレコードロック
116056 為替振替アップロード 対象日が顧客金銭テーブルと不整合です 対象日不整合
116057 為替振替アップロード 入出力区分に誤りがあります IOC値不正
116058 為替振替アップロード 顧客金銭テーブル更新でエラーが発生しました 顧客金銭テーブル更新エラー
116084 為替振替アップロード 為替証拠金追加でエラーが発生しました 為替証拠金追加エラー
116085 為替振替アップロード 為替証拠金テーブルに該当レコードが存在しません 為替証拠金対象レコード無し
116086 為替振替アップロード 為替証拠金追加でエラーが発生しました 為替証拠金対象レコードロック
116087 為替振替アップロード 為替証拠金更新でエラーが発生しました 為替証拠金更新エラー
116088 為替振替アップロード 対象レコードは既に受付済です 為替証拠金対象レコード結果受信済
116089 為替振替アップロード 為替証拠金振替または顧客マスタデータが存在しません 為替証拠金振替または顧客マスタデータ無し
116090 為替振替アップロード 為替証拠金振替または顧客マスタデータ取得でエラーが発生しました 為替証拠金振替または顧客マスタ取得エラー
116091 為替振替アップロード 対象レコードは既に削除済です 為替証拠金振替レコード削除済エラー
116092 為替振替アップロード 口座管理データが存在しません 口座管理データ無し
116093 為替振替アップロード 口座管理データ取得でエラーが発生しました 口座管理取得エラー
116094 為替振替アップロード ロック顧客ファイルに問題があります ロック顧客ファイル障害
116095 為替振替アップロード 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ロック顧客該当エラー
116096 為替振替アップロード 余力制御レコード取得でエラーが発生しました 余力制御レコード取得エラー
116097 為替振替アップロード 余力出金停止中です 余力出金停止
116098 為替振替アップロード 余力.追証未入金有り 余力追証未入金有り
116099 為替振替アップロード 二階建出金チェックでエラーが発生しました 二階建出金チェックエラー
116100 為替振替アップロード 二階建出金チェックファイルに問題が発生しました 二階建出金チェックファイル障害
116101 為替振替アップロード 当日保証金取引レコード作成でエラーが発生しました 当日保証金取引レコード作成エラー
116106 為替振替アップロード 余力.取引停止 余力取引停止
116107 為替振替アップロード 指定された入出金番号は既に登録済みです 為替証拠金振替二重登録
116998 為替振替アップロード ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
120002 顧客銘柄別取引停止 パスワードが正しくありません パスワード不正
120003 顧客銘柄別取引停止 システム権限がありません システム権限エラー
120007 顧客銘柄別取引停止 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
120008 顧客銘柄別取引停止 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
120009 顧客銘柄別取引停止 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
120011 顧客銘柄別取引停止 商品種別に誤りがあります 商品種別不正
120020 顧客銘柄別取引停止 顧客・銘柄別取引停止情報が登録されていません 顧客・銘柄別取引停止レコードなし
120021 顧客銘柄別取引停止 顧客が登録されていません 顧客マスタレコードなし
120022 顧客銘柄別取引停止 銘柄が登録されていません 銘柄マスタレコードなし
120030 顧客銘柄別取引停止 該当データあり 該当データあり
120050 顧客銘柄別取引停止 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
120051 顧客銘柄別取引停止 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
120053 顧客銘柄別取引停止 顧客・銘柄別取引停止のデータロックでエラーが発生しました 顧客・銘柄別取引停止レコードロックエラー
120054 顧客銘柄別取引停止 顧客・銘柄別取引停止のデータ作成でエラーが発生しました 顧客・銘柄別取引停止レコード作成エラー
120055 顧客銘柄別取引停止 顧客・銘柄別取引停止のデータ更新でエラーが発生しました 顧客・銘柄別取引停止レコード更新エラー
120056 顧客銘柄別取引停止 顧客・銘柄別取引停止のデータ削除でエラーが発生しました 顧客・銘柄別取引停止レコード削除エラー
120998 顧客銘柄別取引停止 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
121002 株式 銘柄条件 パスワードが正しくありません パスワード不正
121003 株式 銘柄条件 システム権限がありません システム権限エラー
121007 株式 銘柄条件 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
121008 株式 銘柄条件 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
121009 株式 銘柄条件 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
121010 株式 銘柄条件 入力時間外です 入力時間外
121012 株式 銘柄条件 実施日に誤りがあります 実施日不正
121013 株式 銘柄条件 機能タイプ値に誤りがありますでエラーが発生しました 機能タイプ(取引停止?値段情報)不正
121020 株式 銘柄条件 銘柄マスタ（株式）が登録されていません 銘柄マスタ（株式）レコードなし
121021 株式 銘柄条件 銘柄市場マスタ（株式）が登録されていません 銘柄市場マスタ（株式）レコードなし
121022 株式 銘柄条件 銘柄別・市場別規制（株式）が登録されていません 銘柄別・市場別規制（株式）レコードなし
121023 株式 銘柄条件 システム別設定にデータがありません システム別設定レコードなし
121050 株式 銘柄条件 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
121051 株式 銘柄条件 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
121052 株式 銘柄条件 銘柄マスタ（株式）のレコードロックでエラーが発生しました 銘柄マスタ（株式）レコードロックエラー
121053 株式 銘柄条件 銘柄市場マスタのレコードロックでエラーが発生しました 銘柄市場マスタレコードロックエラー
121054 株式 銘柄条件 銘柄別・市場別規制のレコードロックでエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制レコードロックエラー
121055 株式 銘柄条件 銘柄予定マスタのレコードロックでエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコードロックエラー
121056 株式 銘柄条件 保証金マスタのレコードロックでエラーが発生しました 保証金マスタレコードロックエラー
121057 株式 銘柄条件 代用掛目のレコードロックでエラーが発生しました 代用掛目レコードロックエラー
121060 株式 銘柄条件 銘柄別・市場別規制レコード作成でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制レコード作成エラー
121061 株式 銘柄条件 銘柄予定マスタレコード作成でエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコード作成エラー
121062 株式 銘柄条件 保証金マスタレコード作成でエラーが発生しました 保証金マスタレコード作成エラー
121063 株式 銘柄条件 代用掛目レコード作成でエラーが発生しました 代用掛目レコード作成エラー
121070 株式 銘柄条件 銘柄マスタ（株式）レコード更新でエラーが発生しました 銘柄マスタ（株式）レコード更新エラー
121071 株式 銘柄条件 銘柄市場マスタレコード更新でエラーが発生しました 銘柄市場マスタレコード更新エラー
121072 株式 銘柄条件 銘柄別・市場別規制レコード更新でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制レコード更新エラー
121073 株式 銘柄条件 銘柄予定マスタレコード更新でエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコード更新エラー
121074 株式 銘柄条件 保証金マスタレコード更新でエラーが発生しました 保証金マスタレコード更新エラー
121075 株式 銘柄条件 代用掛目レコード更新でエラーが発生しました 代用掛目レコード更新エラー
121080 株式 銘柄条件 銘柄マスタ（株式）レコード取得でエラーが発生しました 銘柄マスタ（株式）レコード取得エラー
121081 株式 銘柄条件 銘柄市場マスタレコード取得でエラーが発生しました 銘柄市場マスタレコード取得エラー
121082 株式 銘柄条件 銘柄別・市場別規制レコード取得でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制レコード取得エラー
121997 株式 銘柄条件 ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
121998 株式 銘柄条件 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
122002 株式 注文 パスワードが正しくありません パスワード不正
122003 株式 注文 システム権限がありません システム権限エラー
122007 株式 注文 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
122008 株式 注文 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
122009 株式 注文 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
122010 株式 注文 入力時間外です 入力時間外
122020 株式 注文 注文がありません 該当注文なし
122021 株式 注文 約定がありません 該当約定なし
122025 株式 注文 銘柄マスタ（株式）が登録されていません 銘柄マスタ（株式）レコードなし
122026 株式 注文 運用ステータス_株式にデータが登録されていません 運用ステータス_株式レコードなし
122040 株式 注文 失効数量を超えています 失効数量オーバー
122050 株式 注文 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
122060 株式 注文 出来時刻でエラーが発生しました 出来時刻エラー
122061 株式 注文 出来を超えています 出来オーバー
122090 株式 注文 運用ステータス_株式のレコードロックでエラーが発生しました 運用ステータス_株式レコードロックエラー
122091 株式 注文 運用ステータス_株式のデータ更新でエラーが発生しました 運用ステータス_株式レコード更新エラー
122092 株式 注文 運用ステータス_株式にデータ取得でエラーが発生しました 運用ステータス_株式レコード取得エラー
122121 株式 注文 該当する注文がありません 失効対象注文該当なし
122122 株式 注文 株式手動失効管理にデータがありません 株式手動失効管理レコードなし
122123 株式 注文 株式手動失効にデータがありません 株式手動失効レコードなし
122130 株式 注文 株式手動失効管理にデータ挿入でエラーが発生しました 株式手動失効管理レコード挿入エラー
122131 株式 注文 株式手動失効管理のレコードロックでエラーが発生しました 株式手動失効管理レコードロックエラー
122132 株式 注文 株式手動失効管理のデータ更新でエラーが発生しました 株式手動失効管理レコード更新エラー
122133 株式 注文 株式手動失効にデータ挿入でエラーが発生しました 株式手動失効レコード挿入エラー
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122134 株式 注文 株式手動失効のレコードロックでエラーが発生しました 株式手動失効レコードロックエラー
122135 株式 注文 株式手動失効のデータ更新でエラーが発生しました 株式手動失効レコード更新エラー
122199 株式 注文 処理スレッドの構成でエラーが発生しました スレッド構成エラー
122301 株式 注文 注文アップロード管理にデータがありません 注文アップロード管理レコード無し
122302 株式 注文 注文アップロード管理のレコードロックでエラーが発生しました 注文アップロード管理レコードロック
122303 株式 注文 注文アップロード管理にデータ挿入でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード挿入
122304 株式 注文 注文アップロード管理のデータ更新でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード更新
122305 株式 注文 注文アップロード管理のデータ取得でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード取得
122306 株式 注文 注文アップロードにデータがありません 注文アップロードレコード無し
122307 株式 注文 注文アップロードのレコードロックでエラーが発生しました 注文アップロードレコードロック
122308 株式 注文 注文アップロードにデータ挿入でエラーが発生しました 注文アップロードレコード挿入
122309 株式 注文 注文アップロードのデータ更新でエラーが発生しました 注文アップロードレコード更新
122310 株式 注文 注文アップロードのデータ取得でエラーが発生しました 注文アップロードレコード取得
122350 株式 注文 商品種別に誤りがあります 商品種別不正
122351 株式 注文 処理区分に誤りがあります 処理区分不正
122352 株式 注文 市場コードに誤りがあります 市場コード不正
122353 株式 注文 売買区分に誤りがあります 売買区分不正
122354 株式 注文 建日種類に誤りがあります 建日種類不正
122355 株式 注文 現金信用区分と弁済区分で矛盾があります 現金信用区分と弁済区分で矛盾
122356 株式 注文 建玉がありません 建玉なし
122601 株式 注文 株式閉局 株式閉局
122997 株式 注文 ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
122998 株式 注文 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
123002 投資信託・累積投資 パスワードが正しくありません パスワード不正
123007 投資信託・累積投資 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
123008 投資信託・累積投資 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
123009 投資信託・累積投資 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
123020 投資信託 銘柄条件 銘柄マスタ(投信)にデータがありません 銘柄マスタ(投信)レコードなし
123050 投資信託・累積投資 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
123051 投資信託・累積投資 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
123052 投資信託 銘柄条件 銘柄マスタ（投信）のレコードロックでエラーが発生しました 銘柄マスタ（投信）レコードロックエラー
123053 投資信託 銘柄条件 銘柄マスタ（投信）のデータ更新でエラーが発生しました 銘柄マスタ（投信）レコード更新エラー
123054 投資信託 銘柄条件 銘柄マスタ（投信）のデータ取得でエラーが発生しました 銘柄マスタ（投信）レコード取得エラー
123120 投資信託 海外市場カレンダー 海外市場カレンダー（投信）レコードがありません 海外市場カレンダー（投信）レコードなし
123152 投資信託 海外市場カレンダー 海外市場カレンダー（投信）のレコードロックでエラーが発生しました 海外市場カレンダー（投信）レコードロックエラー
123153 投資信託 海外市場カレンダー 海外市場カレンダー（投信）のデータ更新でエラーが発生しました 海外市場カレンダー（投信）レコード更新エラー
123231 投資信託 注文 取扱銘柄(投信)取得でエラーが発生しました 取扱銘柄(投信)取得エラー
123232 投資信託 注文 取扱銘柄(累投)取得でエラーが発生しました 取扱銘柄(累投)取得エラー
123320 投資信託 銘柄マスタ 銘柄マスタ(累投)にデータがありません 銘柄マスタ(累投)レコードなし
123352 投資信託 銘柄マスタ 銘柄マスタ（累投）のレコードロックでエラーが発生しました 銘柄マスタ（累投）レコードロックエラー
123353 投資信託 銘柄マスタ 銘柄マスタ（累投）のデータ更新でエラーが発生しました 銘柄マスタ（累投）レコード更新エラー
123354 投資信託 銘柄マスタ 銘柄マスタ（累投）にデータ取得でエラーが発生しました 銘柄マスタ（累投）レコード取得エラー
123998 投資信託・累積投資 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
124002 先物・ＯＰ パスワードが正しくありません パスワード不正
124003 先物・ＯＰ システム口座区分に誤りがあります システム口座区分不正
124007 先物・ＯＰ 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
124008 先物・ＯＰ 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
124009 先物・ＯＰ 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
124012 先物・ＯＰ 実施日に誤りがあります 実施日不正
124020 先物・ＯＰ 注文がありません 注文なし
124021 先物・ＯＰ 約定がありません 約定なし
124026 先物・ＯＰ 運用ステータス_派生にデータが登録されていません 運用ステータス_派生レコードなし
124040 先物・ＯＰ 失効数量を超えています 失効数量オーバー
124050 先物・ＯＰ プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
124051 先物・ＯＰ 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
124060 先物・ＯＰ 出来時刻でエラーが発生しました 出来時刻エラー
124061 先物・ＯＰ 出来を超えています 出来オーバー
124090 先物・ＯＰ 運用ステータス_派生のレコードロックでエラーが発生しました 運用ステータス_派生レコードロックエラー
124091 先物・ＯＰ 運用ステータス_派生のデータ更新でエラーが発生しました 運用ステータス_派生レコード更新エラー
124092 先物・ＯＰ 運用ステータス_派生のデータ取得でエラーが発生しました 運用ステータス_派生レコード取得エラー
124120 先物・ＯＰ 銘柄が登録されていません 銘柄マスタ（ＯＰ）該当なし
124121 先物・ＯＰ 該当する建玉がありません 派生建玉明細該当なし
124122 先物・ＯＰ 行使割当管理にデータがありません 行使割当管理レコードなし
124123 先物・ＯＰ 行使割当にデータがありません 行使割当レコードなし
124124 先物・ＯＰ SQ日の該当日ではありません 当日がSQ日でない
124125 先物・ＯＰ 対象の建玉が処理済みです 対象の建玉が処理済み
124130 先物・ＯＰ 行使割当管理のデータ挿入でエラーが発生しました 行使割当管理レコード挿入エラー
124131 先物・ＯＰ 行使割当管理のレコードロックでエラーが発生しました 行使割当管理レコードロックエラー
124132 先物・ＯＰ 行使割当管理のデータ更新でエラーが発生しました 行使割当管理レコード更新エラー
124133 先物・ＯＰ 行使割当管理レコード取得でエラーが発生しました 行使割当管理レコード取得エラー
124135 先物・ＯＰ 行使割当レコード挿入でエラーが発生しました 行使割当レコード挿入エラー
124136 先物・ＯＰ 行使割当レコードロックでエラーが発生しました 行使割当レコードロックエラー
124137 先物・ＯＰ 行使割当レコード更新でエラーが発生しました 行使割当レコード更新エラー
124138 先物・ＯＰ 行使割当レコード取得でエラーが発生しました 行使割当レコード取得エラー
124180 先物・ＯＰ 内部ファイルオープンでエラーが発生しました ファイルオープンエラー
124181 先物・ＯＰ 内部ファイル書込でエラーが発生しました ファイル書込エラー
124182 先物・ＯＰ 内部ファイル読込でエラーが発生しました ファイル読込エラー
124183 先物・ＯＰ ファイルデータが不正です ファイルデータ不正
124184 先物・ＯＰ ファイルサイズを1M以下にしてください ファイルサイズ上限オーバー
124185 先物・ＯＰ ＣＳＶファイルのヘッダー項目数が不正です ヘッダー項目数不正
124186 先物・ＯＰ ＣＳＶファイルの行項目数が不正です 行項目数不正
124187 先物・ＯＰ ＣＳＶファイルの値が不正です パラメータ不正
124199 先物・ＯＰ 処理スレッドの構成でエラーが発生しました スレッド構成エラー
124220 先物・ＯＰ 銘柄マスタ(先物)が登録されていません 銘柄マスタ（先物）レコードなし
124221 先物・ＯＰ 銘柄マスタ(ＯＰ)が登録されていません 銘柄マスタ（ＯＰ）レコードなし
124250 先物・ＯＰ 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコードロックでエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコードロックエラー
124251 先物・ＯＰ 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード作成でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード作成エラー
124252 先物・ＯＰ 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード更新でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード更新エラー
124253 先物・ＯＰ 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード取得でエラーが発生しました 銘柄別・市場別規制（派生商品）レコード取得エラー
124260 先物・ＯＰ 銘柄予定マスタレコードロックでエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコードロックエラー
124261 先物・ＯＰ 銘柄予定マスタレコード作成でエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコード作成エラー
124262 先物・ＯＰ 銘柄予定マスタレコード更新でエラーが発生しました 銘柄予定マスタレコード更新エラー
124601 先物・ＯＰ 閉局中 閉局中
124997 先物・ＯＰ ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
124998 先物・ＯＰ ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
125002 ＩＰＯ パスワードが正しくありません パスワード不正
125003 ＩＰＯ システム権限がありません システム権限エラー
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125007 ＩＰＯ 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
125008 ＩＰＯ 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
125009 ＩＰＯ 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
125020 ＩＰＯ 銘柄マスタ(ＩＰＯ)が登録されていません 銘柄マスタ（ＩＰＯ）レコードなし
125050 ＩＰＯ プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
125051 ＩＰＯ 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
125052 ＩＰＯ 銘柄マスタ（ＩＰＯ）のレコードロックでエラーが発生しました 銘柄マスタ（ＩＰＯ）レコードロックエラー
125053 ＩＰＯ 銘柄マスタ（ＩＰＯ）のデータ作成でエラーが発生しました 銘柄マスタ（ＩＰＯ）レコード作成エラー
125054 ＩＰＯ 銘柄マスタ（ＩＰＯ）のデータ更新でエラーが発生しました 銘柄マスタ（ＩＰＯ）レコード更新エラー
125055 ＩＰＯ 銘柄マスタ（ＩＰＯ）のデータ削除でエラーが発生しました 銘柄マスタ（ＩＰＯ）レコード削除エラー
125111 ＩＰＯ 抽選結果種別に誤りがあります 抽選結果種別不正
125112 ＩＰＯ 銘柄コードに誤りがあります 銘柄コード不正
125113 ＩＰＯ 顧客登録番号に誤りがあります 顧客登録Ｎ不正
125114 ＩＰＯ 抽選結果に誤りがあります 抽選結果不正
125115 ＩＰＯ 当選数量に誤りがあります 当選数量不正
125116 ＩＰＯ 優先順位に誤りがあります 優先順位不正
125117 ＩＰＯ 部店コードに誤りがあります 部店コード不正
125130 ＩＰＯ 内部ファイルオープンでエラーが発生しました ファイルオープンエラー
125131 ＩＰＯ 内部ファイル書込でエラーが発生しました ファイル書込エラー
125132 ＩＰＯ 内部ファイル読込でエラーが発生しました ファイル読込エラー
125133 ＩＰＯ ファイルデータに誤りがあります ファイルデータ不正
125134 ＩＰＯ ファイルサイズを1M以下にしてください ファイルサイズ上限オーバー
125135 ＩＰＯ ＣＳＶファイルのヘッダー項目数に誤りがあります ヘッダー項目数不正
125136 ＩＰＯ ＣＳＶファイルの行項目数に誤りがあります 行項目数不正
125151 ＩＰＯ IPO抽選結果管理にデータ無し IPO抽選結果管理レコード無し
125152 ＩＰＯ IPO抽選結果管理のレコードロックでエラーが発生しました IPO抽選結果管理レコードロックエラー
125153 ＩＰＯ IPO抽選結果管理のデータ挿入でエラーが発生しました IPO抽選結果管理レコード挿入エラー
125154 ＩＰＯ IPO抽選結果管理のデータ更新でエラーが発生しました IPO抽選結果管理レコード更新エラー
125156 ＩＰＯ IPO抽選結果にデータ無し IPO抽選結果レコード無し
125157 ＩＰＯ IPO抽選結果のレコードロックでエラーが発生しました IPO抽選結果レコードロックエラー
125158 ＩＰＯ IPO抽選結果のデータ挿入でエラーが発生しました IPO抽選結果レコード挿入エラー
125159 ＩＰＯ IPO抽選結果のデータ更新でエラーが発生しました IPO抽選結果レコード更新エラー
125161 ＩＰＯ IPOサマリにデータ無し IPOサマリレコード無し
125162 ＩＰＯ IPOサマリのレコードロックでエラーが発生しました IPOサマリレコードロックエラー
125163 ＩＰＯ IPOサマリのデータ挿入でエラーが発生しました IPOサマリレコード挿入エラー
125164 ＩＰＯ IPOサマリのデータ更新でエラーが発生しました IPOサマリレコード更新エラー
125166 ＩＰＯ 顧客金銭にデータ無し 顧客金銭レコード無し
125167 ＩＰＯ 顧客金銭のレコードロックでエラーが発生しました 顧客金銭レコードロックエラー
125168 ＩＰＯ 顧客拘束金にデータ無し 顧客拘束金レコード無し
125169 ＩＰＯ 顧客拘束金のデータはレコードロックされています 顧客拘束金レコードロック
125170 ＩＰＯ 顧客拘束金のデータ更新でエラーが発生しました 顧客拘束金レコード更新エラー
125180 ＩＰＯ 重複顧客チェックでエラーが発生しました 顧客重複エラー
125181 ＩＰＯ 購入申込期間（当社設定）が未設定です 購入申込期間（当社設定）未設定
125182 ＩＰＯ 購入申込期間が終了しています 購入申込期間（当社設定）終了後
125183 ＩＰＯ 申告済みの顧客ではありません 申告顧客なし
125184 ＩＰＯ 購入申込単位が未設定です 購入申込単位未設定
125185 ＩＰＯ 当選数量が購入申込単位の整数倍ではありません 当選数量が購入申込単位の倍数でない
125186 ＩＰＯ 申告数量は当選数量より小さいです 当選数量オーバー
125187 ＩＰＯ 申告が同一銘柄中で重複しています 重複申告エラー
125188 ＩＰＯ 当選結果が既に割り当てられています 当選結果割当済
125189 ＩＰＯ 買付可能額がが不足しています 買付可能額不足
125190 ＩＰＯ 公開価格取得でエラーが発生しました 公開価格取得エラー
125191 ＩＰＯ システム口座区分取得でエラーが発生しました システム口座区分取得エラー
125192 ＩＰＯ 可能額取得でエラーが発生しました 可能額取得エラー
125193 ＩＰＯ 二階建てチェックでエラーが発生しました 二階建てチェックエラー
125194 ＩＰＯ 二階建てチェックファイルに問題があります 二階建てチェックファイル障害
125199 ＩＰＯ 処理スレッドの構成でエラーが発生しました スレッド構成エラー
125998 ＩＰＯ ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
126002 サービス利用 パスワードが正しくありません パスワード不正
126007 サービス利用 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
126008 サービス利用 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
126009 サービス利用 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
126012 サービス利用 残金不足です 余力不足
126064 サービス利用 顧客登録番号に対応する顧客は登録されていません 該当顧客情報なし
126070 サービス利用 情報サービス利用客レコードがありません 情報サービス利用客レコードなし
126071 サービス利用 顧客拘束金レコードがありません 顧客拘束金レコードなし
126075 サービス利用 情報サービス利用客レコードロックでエラーが発生しました 情報サービス利用客レコードロックエラー
126076 サービス利用 顧客拘束金レコードロックでエラーが発生しました 顧客拘束金レコードロックエラー
126080 サービス利用 情報サービス利用客更新でエラーが発生しました 情報サービス利用客更新エラー
126081 サービス利用 顧客拘束金更新でエラーが発生しました 顧客拘束金更新エラー
126090 サービス利用 情報サービス利用客作成でエラーが発生しました 情報サービス利用客作成エラー
126091 サービス利用 顧客拘束金作成でエラーが発生しました 顧客拘束金作成エラー
126100 サービス利用 営業日カレンダーレコードがありません 営業日カレンダーデータ無し
126998 サービス利用 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
127002 商品・取引管理 パスワードが正しくありません パスワード不正
127003 商品・取引管理 システム権限がありません システム権限エラー
127007 商品・取引管理 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
127008 商品・取引管理 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
127009 商品・取引管理 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
127025 商品・取引管理_注文約定件数照会 該当する注文約定件数集計データがありません 注文約定件数集計該当なし
127301 商品・取引管理_特殊注文 処理済み 処理済み
127302 商品・取引管理_特殊注文 有効注文数量がありません 有効注文数量なし
127304 商品・取引管理_特殊注文 受付未済 受付未済
127305 商品・取引管理_特殊注文 訂正取消中 訂正取消中
127306 商品・取引管理_特殊注文 対象レコードがありません 対象レコードなし
127601 商品・取引管理_手数料訂正 株式閉局 株式閉局
127602 商品・取引管理_手数料訂正 未約定でエラーが発生しました 未約定エラー
127603 商品・取引管理_手数料訂正 未全出来でエラーが発生しました 未全出来エラー
127604 商品・取引管理_手数料訂正 手数料マスタレコードがありません 手数料マスタレコードなし
127605 商品・取引管理_手数料訂正 総合手数料マスタレコードがありません 総合手数料マスタレコードなし
127720 商品・取引管理_ザラバ新規建停止 システム状態レコードがありません システム状態レコードなし
127721 商品・取引管理_ザラバ新規建停止 システム状態レコードロックでエラーが発生しました システム状態レコードロックエラー
127722 商品・取引管理_ザラバ新規建停止 システム状態レコード更新でエラーが発生しました システム状態レコード更新エラー
127731 商品・取引管理_ザラバ新規建停止 システム設定レコードロックでエラーが発生しました システム設定レコードロックエラー
127732 商品・取引管理_ザラバ新規建停止 システム設定レコード更新でエラーが発生しました システム設定レコード更新エラー
127998 商品・取引管理 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
128003 手数料管理 システム権限がありません システム権限エラー
128020 手数料管理 該当する手数料申込がありません 手数料変更申込なし
128998 手数料管理 ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
130002 お知らせ パスワードが正しくありません パスワード不正
130003 お知らせ システム権限がありません システム権限エラー
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130007 お知らせ 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
130008 お知らせ 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
130009 お知らせ 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
130020 お知らせ お知らせにデータがありません お知らせレコードなし
130050 お知らせ プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
130051 お知らせ 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
130052 お知らせ お知らせ通番採番でエラーが発生しました お知らせ通番採番エラー
130053 お知らせ お知らせのレコードロックでエラーが発生しました お知らせレコードロックエラー
130055 お知らせ お知らせにデータ作成でエラーが発生しました お知らせレコード作成エラー
130056 お知らせ お知らせ_リンクにデータ作成でエラーが発生しました お知らせ_リンクレコード作成エラー
130057 お知らせ お知らせのデータ更新でエラーが発生しました お知らせレコード更新エラー
130059 お知らせ お知らせにデータ削除でエラーが発生しました お知らせレコード削除エラー
130060 お知らせ お知らせ_リンクにデータ削除でエラーが発生しました お知らせ_リンクレコード削除エラー
130998 お知らせ ＤＢ接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
140002 管理者・ドキュメント機能 パスワードが正しくありません パスワード不正
140003 管理者・ドキュメント機能 システム権限がありません システム権限エラー
140007 管理者・ドキュメント機能 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
140008 管理者・ドキュメント機能 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
140009 管理者・ドキュメント機能 管理者グループ権限が設定されていません 管理者グループ権限レコードなし
140011 電子交付 アップロードファイルを選択しなおしてください アップロードファイル不正
140012 電子交付 ファイルのアップロード処理が異常終了しました ファイルアップロードエラー
140013 電子交付 ファイルのアップロード処理が異常終了しました アップロードファイルオープンエラー
140014 電子交付 ファイルにに誤りがありますにデータが存在するため、処理を中断します アップロードファイルフォーマットエラー
140015 電子交付 NFS上のファイルオープンに失敗しました ターゲットファイルオープンエラー
140016 電子交付 NFS上のファイル書込みに失敗しました ターゲットファイル書込みエラー
140017 電子交付 NFS上に同じ名前のファイルが存在するため、処理を中断します NFS上に同名ファイルあり
140021 電子交付 入力された種別コードは既に存在します 種別コード　一意制約エラー
140022 電子交付 電子鳩種別マスタ更新テーブル失敗 電子鳩ドキュメント種別マスタ更新エラー
140023 電子交付 関連するドキュメントコードが存在するため削除できません 電子鳩ドキュメント種別削除不可
140031 電子交付 入力されたドキュメントコードは既に存在します ドキュメントコード_一意制約エラー
140032 電子交付 電子鳩ドキュメント管理テーブル更新失敗 電子鳩ドキュメント管理更新エラー
140033 電子交付 関連するドキュメントが存在するため削除できません 電子鳩ドキュメントコード削除不可
140034 電子交付 関連する銘柄が存在するため削除できません 電子鳩ドキュメントコード削除不可
140041 電子交付 入力された銘柄コードは既に存在します 銘柄コード_一意制約エラー
140042 電子交付 電子鳩銘柄コード管理テーブル更新失敗 電子鳩銘柄コード管理更新エラー
140051 電子交付 電子鳩ドキュメント管理テーブル更新失敗 電子鳩ドキュメント管理更新エラー
140052 電子交付 ドキュメント交付履歴にデータが存在するため削除できません 電子鳩ドキュメント削除不可
140053 電子交付 サブドキュメントが存在するため削除できません 電子鳩ドキュメント削除不可
140054 電子交付 同一ファイル名の書面が登録済みのため、登録処理を中止します 電子鳩ドキュメント登録済み
140055 電子交付 ドキュメント交付履歴にデータが存在するため変更できません 電子鳩ドキュメント変更不可
140061 電子交付 履歴アップロードの全件でエラーが発生しました終了しました 履歴アップロード全件エラー
140062 電子交付 履歴アップロードの一部でエラーが発生しました 履歴アップロード一部エラー
140063 電子交付 ファイル名に相当するドキュメントキーが存在しません ドキュメントキー取得エラー
140064 電子交付 検索条件に該当する顧客登録番号はありませんでした。 顧客登録番号取得エラー
140065 電子交付 データ／レコード内容が正しくありません データフォーマットエラー
140066 電子交付 交付履歴の削除でエラーが発生しました 電子鳩交付履歴削除エラー
140071 電子交付 電子交付変更内容に変更がありません 電子交付変更申込内容変更なし
140081 電子交付 件数が500件を超えているため、ファイルを分割して、再度実行して下さい。 レコード件数が処理限界値を越えています
140082 電子交付 レコードが重複しています レコード重複
140083 電子交付 削除対象データが見つかりませんでした 削除対象データなし
140084 電子交付 アップロードファイルのデータ形式に誤りがあります。 アップロードファイルデータフォーマット不正
140085 電子交付 アップロードの処理区分が正しくありません 処理区分不正
140086 電子交付 アップロード処理が全件異常終了しました アップロード処理全件エラー
140087 電子交付 アップロード処理が一部異常終了しました アップロード処理一部エラー
140088 電子交付 CSVファイルを指定の上、再度実行して下さい。 CSVファイル以外が入力されている。
140089 電子交付 ファイル容量が上限を超えています。 ファイルサイズ不正
140090 電子交付 顧客登録番号に対応する顧客は登録されていません。 顧客登録番号不正
140091 電子交付 重複顧客チェックでエラーが発生しました。 登録顧客重複
140092 電子交付 重複登録データが存在するため、登録アップロード処理を中止します。 登録データ重複
140093 電子交付 削除対象データが存在しないため、削除アップロード処理を中止します。 削除対象データなし
140094 管理者・ドキュメント機能 顧客のシステム口座区分が正しくありません。 システム口座区分エラー
140100 電子交付 銘柄コードが正しくありません。 銘柄コード不正
140101 電子交付 登録に失敗しました。（TMPファイルオープンエラー） TMPファイルオープンエラー
140102 電子交付 登録に失敗しました。（NFSファイルオープンエラー） NFSファイルオープンエラー
140103 電子交付 既に指定の決算日の書類は登録されています。 NFS上に同名ファイルあり
140104 電子交付 登録に失敗しました。（NFSファイル書込みエラー） NFSファイル書込みエラー
140105 電子交付 登録に失敗しました。（変更対象データなし） 変更対象データなし
140106 電子交付 削除に失敗しました。（削除対象データなし） 削除対象データなし
140107 電子交付 ファイルの削除に失敗しました。（DBデータ削除のみ完了） NFSファイル削除エラー
140995 電子交付 検索結果が100件を超過したため、処理を中断します。 検索結果100件超過
140998 管理者・ドキュメント機能 ＤＢ接続接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
150002 システム管理 パスワードが正しくありません パスワード不正
150003 システム管理 システム権限がありません システム権限エラー
150007 システム管理 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
150008 システム管理 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
150020 システム管理 運用ステータス定義レコードがありません 運用ステータス定義レコード無し
150021 システム管理 運用ステータスレコードがありません 運用ステータスレコード無し
150050 システム管理 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
150051 システム管理 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
150060 システム管理 運用ステータス定義レコードロックでエラーが発生しました 運用ステータス定義レコードロックエラー
150061 システム管理 運用ステータス定義レコード挿入でエラーが発生しました 運用ステータス定義レコード挿入エラー
150062 システム管理 運用ステータス定義レコード更新でエラーが発生しました 運用ステータス定義レコード更新エラー
150063 システム管理 運用ステータス定義レコード削除でエラーが発生しました 運用ステータス定義レコード削除エラー
150064 システム管理 運用ステータスレコードロックでエラーが発生しました 運用ステータスレコードロックエラー
150065 システム管理 運用ステータスレコード更新でエラーが発生しました 運用ステータスレコード更新エラー
150170 システム管理 ZIP圧縮でエラーが発生しました ZIP圧縮エラー
150180 システム管理 内部ファイルオープンでエラーが発生しました ファイルオープンエラー
150181 システム管理 内部ファイル書込でエラーが発生しました ファイル書込エラー
150182 システム管理 内部ファイル読込でエラーが発生しました ファイル読込エラー
150183 システム管理 ファイルデータに誤りがあります ファイルデータ不正
150185 システム管理 ＣＳＶファイルのヘッダー項目数に誤りがあります ヘッダー項目数不正
150186 システム管理 ＣＳＶファイルの行項目数に誤りがあります 行項目数不正
150187 システム管理 ＣＳＶファイルのパラメータに誤りがあります パラメータ不正
150199 システム管理 スレッド構成でエラーが発生しました スレッド構成エラー
150301 システム管理 注文アップロード管理にデータがありません 注文アップロード管理レコードなし
150302 システム管理 注文アップロード管理のレコードロックでエラーが発生しました 注文アップロード管理レコードロックエラー
150303 システム管理 注文アップロード管理にデータ挿入でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード挿入エラー
150304 システム管理 注文アップロード管理のデータ更新でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード更新エラー
150305 システム管理 注文アップロード管理のデータ取得でエラーが発生しました 注文アップロード管理レコード取得エラー
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150306 システム管理 注文アップロードにデータがありません 注文アップロードレコードなし
150307 システム管理 注文アップロードにデータ挿入でエラーが発生しました 注文アップロードレコード挿入エラー
150308 システム管理 注文アップロードのレコードロックでエラーが発生しました 注文アップロードレコードロックエラー
150309 システム管理 注文アップロードのデータ更新でエラーが発生しました 注文アップロードレコード更新エラー
150310 システム管理 注文アップロードレコードのデータ取得でエラーが発生しました 注文アップロードレコード取得エラー
150320 システム管理 顧客がありません 顧客なし
150321 システム管理 銘柄がありません 銘柄なし
150350 システム管理 商品種別に誤りがあります 商品種別不正
150351 システム管理 処理区分に誤りがあります 処理区分不正
150352 システム管理 市場コードに誤りがあります 市場コード不正
150353 システム管理 現金信用区分に誤りがあります 現金信用区分不正
150354 システム管理 建日種類に誤りがあります 建日種類不正
150355 システム管理 現金信用区分と弁済区分で矛盾があります 現金信用区分と弁済区分で矛盾
150356 システム管理 建玉がありません 建玉なし
150357 システム管理 ファイルのシステム口座区分に誤りがあります システム口座区分不正
150401 システム管理 約定アップロード管理にデータがありません 約定アップロード管理レコードなし
150402 システム管理 約定アップロード管理のレコードロックでエラーが発生しました 約定アップロード管理レコードロックエラー
150403 システム管理 約定アップロード管理にデータ挿入でエラーが発生しました 約定アップロード管理レコード挿入エラー
150404 システム管理 約定アップロード管理のデータ更新でエラーが発生しました 約定アップロード管理レコード更新エラー
150405 システム管理 約定アップロード管理のデータ取得でエラーが発生しました 約定アップロード管理レコード取得エラー
150406 システム管理 約定アップロードにデータがありません 約定アップロードレコードなし
150407 システム管理 約定アップロードのレコードロックでエラーが発生しました 約定アップロードレコードロックエラー
150408 システム管理 約定アップロードレコードにデータ挿入でエラーが発生しました 約定アップロードレコード挿入エラー
150409 システム管理 約定アップロードのデータ更新でエラーが発生しました 約定アップロードレコード更新エラー
150410 システム管理 約定アップロードのデータ取得でエラーが発生しました 約定アップロードレコード取得エラー
150450 システム管理 商品種別に誤りがあります 商品種別不正
150451 システム管理 追加・取消Ｃに誤りがあります 追加・取消Ｃ不正
150460 システム管理 該当顧客でエラーが発生しました 該当顧客でエラー発生
150461 システム管理 注文がありません 注文番号不正
150997 システム管理 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
150998 システム管理 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
160002 顧客一覧 パスワードが正しくありません パスワード不正
160007 顧客一覧 参照権限でエラーが発生しました 参照権限エラー
160008 顧客一覧 更新権限でエラーが発生しました 更新権限エラー
160020 顧客一覧 余力制御レコードがありません 余力制御レコード無し
160050 顧客一覧 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
160051 顧客一覧 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
160060 顧客一覧 余力制御レコードロックでエラーが発生しました 余力制御レコードロックエラー
160062 顧客一覧 余力制御レコード更新でエラーが発生しました 余力制御レコード更新エラー
160120 顧客一覧 該当する入金請求データがありません 入金請求データなし
160160 顧客一覧 入金請求管理レコードロックでエラーが発生しました 入金請求管理レコードロックエラー
160161 顧客一覧 入金請求管理レコード挿入でエラーが発生しました 入金請求管理レコード挿入エラー
160162 顧客一覧 入金請求管理レコード更新でエラーが発生しました 入金請求管理レコード更新エラー
160165 顧客一覧 入金請求解除レコード挿入でエラーが発生しました 入金請求解除レコード挿入エラー
160220 顧客一覧 検索条件に合致するデータはございません ロック顧客データなし
160310 顧客一覧 存在しない要求Noです 要求NO不正
160311 顧客一覧 受付時間外です 受付時間外
160312 顧客一覧 只今データ作成中です データ作成中
160313 顧客一覧 レポート作成処理ででエラーが発生しました レポート作成エラー
160320 顧客一覧 検索条件に合致するデータはありません レポート検索該当データなし
160997 顧客一覧 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
160998 顧客一覧 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
170000 特殊注文手動発注・失効 正常終了 正常終了
170001 特殊注文手動発注・失効 処理済み 処理済み
170002 特殊注文手動発注・失効 有効注文数量がありません 有効注文数量なし
170004 特殊注文手動発注・失効 受付未済 受付未済
170005 特殊注文手動発注・失効 訂正取消中 訂正取消中
170006 特殊注文手動発注・失効 対象レコードがありません 対象レコードなし
170998 特殊注文手動発注・失効 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
180001 銘柄登録 通知する種類が選択されていません 通知種類不正
180011 銘柄登録 株価設定を入力して下さい. 株価入力
180012 銘柄登録 入力された株価が大きすぎます.(整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 株価入力
180013 銘柄登録 入力された株価が正しくありません.(整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 株価入力
180015 銘柄登録 設定値を入力して下さい. 設定値入力
180016 銘柄登録 入力された設定値が大きすぎます.(率の場合は100以内、円の場合は整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 設定値入力
180017 銘柄登録 入力された設定値が正しくありません.(率の場合は100以内、円の場合は整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 設定値入力
180019 銘柄登録 設定値ﾀｲﾌﾟが選択されていません. 単位選択
180020 銘柄登録 条件区分が選択されていません. 条件区分
180021 銘柄登録 値段区分が選択されていません. 値段区分
180024 銘柄登録 再通知設定が選択されていません. 再通知
180025 銘柄登録 再通知設定値を入力して下さい. 再通知
180026 銘柄登録 再通知設定値が大きすぎます(率の場合は100以内、円の場合は整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 再通知
180027 銘柄登録 再通知設定値が正しくありません(率の場合は100以内、円の場合は整数部は8桁以内、小数は第一位までの1以上の数値を入力してください) 再通知
180028 銘柄登録 再通知設定値ﾀｲﾌﾟが選択されていません 再通知
180029 銘柄登録 再通知条件区分が選択されていません 再通知
180030 銘柄登録 メールアドレスが選択されていません. メールアドレス選択
180031 銘柄登録 メールアドレスのユーザ名を入力して下さい. メールアドレスエラー
180032 銘柄登録 メールアドレスのユーザ名が最大桁数を超えています.(50文字以内) メールアドレスエラー
180033 銘柄登録 メールアドレスのユーザ名が正しくありません. メールアドレスエラー
180036 銘柄登録 メールアドレスのドメイン名を入力して下さい. メールアドレスエラー
180037 銘柄登録 メールアドレスのドメイン名が最大桁数を超えています.(50文字以内) メールアドレスエラー
180038 銘柄登録 メールアドレスのドメイン名が正しくありません. メールアドレスエラー
180039 銘柄登録 指定されたメールアドレスの登録が見つかりませんでした. メールアドレスエラー
180049 銘柄登録 登録数が最大数に達しています.これ以上は登録できません. 登録数エラー
180050 銘柄登録 登録情報の追加に失敗しました 銘柄監視テーブル追加エラー
180051 銘柄登録 登録情報の追加に失敗しました 銘柄監視テーブルロックエラー
180053 銘柄登録 登録情報の更新に失敗しました 銘柄監視テーブル更新エラー
180054 銘柄登録 登録情報の削除に失敗しました 銘柄監視テーブル削除エラー
180055 銘柄登録 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
180998 銘柄登録 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
200050 ストップ約定 プロシージャでエラーが発生しました プロシージャエラー
200051 ストップ約定 現在日付取得でエラーが発生しました 現在日付取得エラー
200401 ストップ約定 ストップ約定管理にデータがありません ストップ約定管理レコードなし
200402 ストップ約定 ストップ約定管理のレコードロックでエラーが発生しました ストップ約定管理レコードロックエラー
200404 ストップ約定 ストップ約定管理のデータ更新でエラーが発生しました ストップ約定管理レコード更新エラー
200405 ストップ約定 ストップ約定管理のデータ取得でエラーが発生しました ストップ約定管理レコード取得エラー
200406 ストップ約定 ストップ約定詳細にデータがありません ストップ約定詳細レコードなし
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200407 ストップ約定 ストップ約定詳細のレコードロックでエラーが発生しました ストップ約定詳細レコードロックエラー
200409 ストップ約定 ストップ約定詳細のデータ更新でエラーが発生しました ストップ約定詳細レコード更新エラー
200410 ストップ約定 ストップ約定詳細のデータ取得でエラーが発生しました ストップ約定詳細レコード取得エラー
200997 ストップ約定 ネットでエラーが発生しました ネットエラー
200998 ストップ約定 ＤＢでエラーが発生しました ＤＢエラー
900001 オペレータログイン オペレータコードに誤りがあります オペレータコード不正
900002 オペレータログイン パスワードが正しくありません パスワード不正
900004 オペレータログイン 接続に誤りがあります チャネル不正
900005 オペレータログイン ＩＰアドレスに誤りがあります ＩＰアドレス不正
900006 オペレータログイン ダミーセッションＩＤに誤りがあります ダミーセッションＩＤ不正
900020 オペレータログイン ダミーセッションファイルに問題があります ダミーセッションファイル障害
900021 オペレータログイン ダミーセッションにデータがありません ダミーセッションレコードなし
900030 オペレータログイン オペレータマスタファイルに問題があります オペレータマスタファイル障害
900031 オペレータログイン オペレータマスタにデータがありません オペレータマスタレコードなし
900032 オペレータログイン オペレータマスタのデータ更新でエラーが発生しました オペレータマスタレコード更新エラー
900033 オペレータログイン オペレータマスタログインはロックされています オペレータマスタログインロック
900034 オペレータログイン オペレータマスタログインができません オペレータマスタログインＮＧ
900035 オペレータログイン オペレータマスタパスワードが間違っています オペレータマスタパスワード不一致
900036 オペレータログイン オペレータのシステム口座区分に誤りがあります オペレータシステム口座区分不一致
900040 オペレータログイン システム設定ファイルに問題があります システム設定ファイル障害
900041 オペレータログイン システム設定にデータがありません システム設定レコードなし
900045 オペレータログイン BAD_IPファイルに問題があります BAD_IPファイル障害
900046 オペレータログイン BAD_IPにデータ作成でエラーが発生しました BAD_IPレコード作成エラー
900047 オペレータログイン BAD_IP許可件数を超えています BAD_IP許可件数オーバー
900050 オペレータログイン オペレータセッション情報ファイルに問題があります オペレータセッション情報ファイル障害
900051 オペレータログイン オペレータセッション情報にデータがありません オペレータセッション情報レコードなし
900052 オペレータログイン オペレータセッション情報のデータ更新でエラーが発生しました オペレータセッション情報レコード更新エラー
900053 オペレータログイン オペレータセッション情報にデータ作成でエラーが発生しました オペレータセッション情報レコード作成エラー
900054 オペレータログイン オペレータセッションＩＤ生成でエラーが発生しました オペレータセッションＩＤ生成エラー
900070 オペレータログイン 現在時刻取得でエラーが発生しました 現在時刻取得エラー
900071 オペレータログイン 現在日時取得でエラーが発生しました 現在日時取得エラー
900097 オペレータログイン ネットワークでエラーが発生しました ネットワークエラー
900098 オペレータログイン ＤＢ接続接続でエラーが発生しました ＤＢエラー
900099 オペレータログイン サーバからの応答がありません。結果をご確認下さい。 タイムアウト
990002 基幹SV システム状態.一時停止中 システム状態＝一時停止中
990003 基幹SV システム状態.サービス停止中 システム状態＝テストモード
990004 基幹SV システム状態.サービス停止中 システム状態＝メンテナンス
990005 基幹SV システム状態.サービス時間外 システム状態＝サービス時間外
990006 基幹SV システム状態.ログイン不許可 システム状態＝不明
990007 基幹SV システム状態.閉局 システム状態＝閉局
990008 基幹SV インサイダーにご注意ください インサイダーにご注意ください
990009 基幹SV もうすぐ本日の取引が終了します。 もうすぐ本日の取引が終了します。
991001 基幹SV 注文番号に誤りがあります。 注文番号不正
991002 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 営業日不正
991003 基幹SV 銘柄コードに誤りがあります。 銘柄コード不正
991004 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 システム別設定取得できず
991005 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 可能額サマリ取得エラー
991006 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 入金請求発生状況リスト取得エラー
991007 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 注文執行予定日不正
991008 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 注文照会状態不正
991010 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 運用ステータス（株式）取得エラー
991011 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 日付情報取得エラー
991012 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 株式サマリ取得エラー
991013 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 売買単位取得エラー
991014 基幹SV 市場不正 市場不正
991015 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 運用ステータス（余力）取得ミス
991016 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 可能額取得ミス
991017 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 運用ステータス（値洗い）取得ミス
991018 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 可能額推移取得ミス
991019 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 先物運用ステータス（注文）取得ミス
991020 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 先物運用ステータス（余力）取得ミス
991021 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 証拠金推移取得ミス
991022 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 運用ステータス（注文）取得ミス
991023 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 オプション運用ステータス（注文）取得ミス
991024 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 派生サマリ取得ミス
991025 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 非課税口座取得ミス
991032 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 運用ステータス（出金）取得エラー
991033 基幹SV タイムスタンプに誤りがあります。 タイムスタンプ不正
991034 基幹SV ページの有効期限切れです。 有効期限切れ
991035 基幹SV チェックのみフラグに誤りがあります。 チェックのみフラグエラー
991036 基幹SV 暗証番号をお間違えです。ご確認の上再度ご入力下さい。 第二暗証番号エラー
991037 基幹SV リアル保証金率取得ミス リアル保証金率取得ミス
991038 基幹SV インサイダー可否フラグ不正 インサイダー可否フラグに誤りがあります
992003 基幹SV 建日、建単価等の取得に失敗しました。 信用建玉明細を取得できず、建玉日、建玉単価、建玉株数、譲渡益課税区分は0又は空白の初期値を使用する。
993100 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 APApiの呼び出しエラー
993101 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 注文入力IF返済建玉指定ヘッダ情報不正
993102 基幹SV 只今、一時的にこの業務はご利用できません。 信用返済注文時、返済建玉データ指定なし
993103 基幹SV 口座区分不一致の為、このご注文はお受けできません。 現引現渡注文時、返済対象建玉の譲渡益課税区分指定なし
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