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クイック入金サービス/ネット入金サービスのご案内 

 

ひまわり証券では提携金融機関の口座からお客様のお取引口座へリアルタイムにご入金が反映される、クイッ

ク入金サービス（ひまわり FX）/ネット入金サービス(ディール FX、ひまわり CFD)を提供しています。 

 

<<目次>> 

・提携金融機関 ························································ 1P 

・利用条件·································································· 2P 

・サービス休止時間 ················································ 2P 

・利用上の注意点 ···················································· 2P 

・提携金融機関のサービス概要 ························· 2P 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

≪提携金融機関≫ 
 

提携金融機関 サービス名 対象口座/オンライン取引システム ご利用対象者 

 みずほダイレクト 
ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 個人口座 

ひまわり CFD 口座/ひまわり CFD WEB 個人口座 

 

三菱東京 UFJ              

ダイレクト 

ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 個人口座 

ひまわり CFD 口座/ひまわり CFD WEB 個人口座 

 
SMBC ダイレクト 

ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 個人口座 

ディール FX 口座/ディール FX 個人口座 

ひまわり CFD 口座/ひまわり CFD WEB 個人口座 

 

楽天銀行 

かんたん決済 

プラスサービス 

ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 
個人口座   

法人口座 

ディール FX 口座/ディール FX 
個人口座 

法人口座 

ひまわり CFD 口座/ひまわり CFD WEB 
個人口座   

法人口座 

 
リンク決済 

ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 
個人口座   

法人口座 

ディール FX 口座/ディール FX 
個人口座   

法人口座 

 即時決済            

サービス 
ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 

個人口座 

法人口座 

 
ゆうちょダイレクト ひまわり FX 口座/ひまわり FX WEB、PRO 

個人口座   

法人口座 
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≪利用条件≫ 

下記の三点を全て満たした方 

① ≪提携金融機関≫で掲げたオンライン取引システムをご利用されていること。 

② 提携先金融機関においてネットバンキングの設定がなされていること。 

③ 「クイック入金サービス」・「ネット入金サービス」利用規定に同意いただけること。 
 

 

≪サービス休止時間≫ 

 

取引口座 休止時間 

ひまわり FX 口座 
火曜～金曜 06:45～07:14（米国夏時間の場合 05:45～06:14） 

土曜 06:45～12:00（米国夏時間の場合 05:45～12:00） 

ディール FX 口座 
火曜～金曜 06:50～07:30、金曜クローズ～月曜 07:30 

（米国夏時間の場合 火曜～金曜 05:50～06:30、金曜クローズ～月曜 06:30） 

ひまわり CFD 口座 なし 

※上記時間外におきましても、メンテナンス等により予告なくサービスが利用できない場合があります。 
※各金融機関によるサービス休止時間もご利用できません。詳細は各金融機関のホームページにてご確認くださ

い。 

 

≪利用上の注意点≫ 

・本サービス利用時の振込口座の名義は、取引口座の名義と同一のものに限ります。 

振込口座の名義と取引口座の名義が相違した場合、当社はお客様に通知することなく、当該振込の変更または 

取消等および当該サービス後の取引の変更または取消等を行うことがあります。 

（「クイック入金サービス」・「ネット入金サービス」利用規定）参照 

 

・お振込はオンライン取引システムにログインの上、手続きを行なってください。 

各金融機関のネットバンキングサービス画面より直接手続きを行なった場合には、取引口座への即時反映はい

たしません。 

・ひまわり FX 口座では、1 回あたりのお振込金額が 5,000 円未満の場合はご利用いただけません。 

 

 

≪提携金融機関のサービス概要≫ 

提携金融機関のサービスは、全て「手数料無料」でご利用いただけます。 
 

■みずほ銀行 

利用時間 24 時間 365 日 

【サービス休止時間】 

・毎月第 1、第 4 土曜日 03:00～05:00 

・毎土曜日 22:00～翌日曜日 08:00 

・毎日曜日 21:00～翌月曜日 07:00 

振込限度額 1 日の合計額で 2,000 万円まで 
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■三菱東京 UFJ 銀行 

利用時間 24 時間 365 日 
【サービス休止時間】 

・毎月第 2 土曜日 21:00～翌日曜日 07:00 

振込限度額 1 日の合計額で 1,000 万円まで 

■三井住友銀行 

利用時間 24 時間 365 日 
【サービス休止時間】 

・毎週日曜日 21:00～翌月曜日 07:00 

振込限度額 1 日の合計額で 1,000 万円まで 

■楽天銀行 

利用時間 24 時間 365 日 
【サービス休止時間】 

・毎日 23:55～（数分間）システム処理時間 

・原則毎月第 2 日曜日 02:00～07:00 

振込限度額 1 回 300 万円まで 

■ジャパンネット銀行 

利用時間 24 時間 365 日 
【サービス休止時間】 

・毎月第 3 金曜日 23:00～翌土曜日 07:00 

振込限度額 1 日の合計額で 1,000 万円まで 

■住信 SBI ネット銀行 

利用時間 24 時間 365 日 
【サービス休止時間】 

・毎月 1 回不定期実施 

・実施日時は住信SBIネット銀行ホームページにてご確認ください。 

振込限度額 
1 日の合計額で住信 SBI ネット銀行へ申し出された金額まで 

※申し出がない場合は、200 万円までとなります。  

■ゆうちょ銀行 

利用時間 00:05～23:50 
【サービス休止時間】 

・毎日 23:50～翌日 00:05 

・毎月第 1、第 3 月曜日の前日にあたる 

日曜日 20:00～翌月曜日 06:30 

振込限度額 
1 日の合計額でゆうちょ銀行へ申し出された金額まで 

※申し出がない場合は、50 万円となります。 

手数料 無 料 

 

■上記記載以外にもサービスを休止する場合がございます。 

詳しくは金融機関窓口へお問合せいただくか、各金融機関ホームページ等でご確認ください。 
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