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ひまわり FX 全面リニューアルのご案内 

2011 年 12 月 09 日（金） 

この度、下記の FX 取引について、サービス内容を全面リニューアルさせていただくことになりましたのでご

案内いたします。 

本案内は、サービス内容の変更にあたりお取引ルールの変更、新機能、新サービスの追加などの重要事項も含

まれておりますので、必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

■ 目次                                               

 リニューアル対象の FX 取引サービス・・・・・・・・・・・・P1 

 リニューアル予定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 

 リニューアルに伴い新たに搭載される機能・・・・・・・・・・P1 

 新サービス概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 

 現行サービスでお取引中のポジション及び残高について ・・・P3 

 新しいお取引システムへのログインについて・・・・・・・・・P4 

 リニューアルスケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・P4 

 

 

■ リニューアル対象の FX 取引サービス                                

 ひまわり FX（レギュラー口座／デイトレ口座） 

 FX ZERO（FX ZERO 取引口座） 

※ひまわり FX シストレ口座（エコトレ FX）、ディール FX につきましては、現状どおりのサービス内容でご

利用いただけます。 

 

■ リニューアル予定日                                        

 2012 年 01 月 09 日（月）オープンより 

※リニューアルに伴い、2012 年 01 月 07 日（土）～08 日（日）にかけて、お客様の残高や保有中のポジ

ションの移行を行う予定です。詳細は、4 ページに記載いたします。 

 

■ リニューアルに伴い新たに搭載される機能                              

全面リニューアルによって、以下の新機能、新サービスを搭載する予定です。 

追加機能 内容 

取引レート桁数 
対円通貨ペア 3 桁、対外貨通貨ペア 5 桁に変わります。より小さい変動幅で収益を

狙うことが可能になります。 

スマートフォン対応 
ご要望を多数いただいていた「スマートフォン」でのお取引ツールをご提供できる

予定です。（2012 年 01 月下旬予定） 

トレーリング注文 

これまでは保有ポジションの利益が拡大する中で逆指値注文を変更する際はお客様

自ら注文訂正をする必要がありましたが、トレーリング注文をご使用いただくこと

で自動的にトレンドに沿った逆指値の訂正が可能になります。 
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■ 新サービス概要                                                                             

項目 内容 備考 

商品名 ひまわり FX  

口座名 レギュラー口座 

ひまわり FX デイトレ口座、FX ZERO 取引口座に

ついては、リニューアルのタイミングで廃止し、新

しいひまわり FX レギュラー口座でお取引いただき

ます。 

取扱通貨ペア 

24 通貨ペア 廃止予定通貨ペア 

■ひまわり FX 

AUD／CAD 

NZD／CAD 

NOK／JPY 

SEK／JPY 

HKD／JPY 

SGD／JPY 

CNY／JPY 

 

■FX ZERO 

AUD/CAD  

 

USD/JPY EUR/JPY 

EUR/USD EUR/GBP 

EUR/AUD EUR/NZD 

EUR/CAD EUR/CHF 

GBP/JPY GBP/USD 

GBP/AUD GBP/NZD 

GBP/CHF AUD/JPY 

AUD/USD AUD/NZD 

AUD/CHF NZD/JPY 

NZD/USD CAD/JPY 

USD/CAD CHF/JPY 

USD/CHF ZAR/JPY 

ドル円基準スプレッド 1 銭（原則固定）  

取引単位 10,000 通貨単位  

取引ツール WEB 版、ダウンロード版、モバイル版 スマートフォン対応予定（2012 年 01 月下旬） 

注文形態 オンライン 電話注文はご利用いただけません 

デモ取引 あり  

各種手数料 無料  

コンバージョン（両替） 

デリバリー（現受け） 
なし 

 

レバレッ

ジ 

個人 25 倍相当  

法人 100 倍相当  

取引時間 

【米国標準時間】 

月曜日 AM07：00～土曜日 AM06：45 

【米国夏時間】 

月曜日 AM07：00～土曜日 AM05：45 

 

別途メンテナンスあり 
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ご入金方法 

・通常入金 

・ネット入金 

・お客様専用口座への入金 

■ネット入金サービス利用可能金融機関 

・みずほ銀行 

・三菱東京 UFJ 銀行 

・三井住友銀行 

・楽天銀行 

・ジャパンネット銀行 

・住信 SBI ネット銀行 

決済損益 日本円 

外貨でのお預かりがなくなり、すべて日本円になり

ます。また、スワップ金利についてもすべて日本円

で発生いたします。 

預入可能通貨 日本円のみ  

決済方法 ポジション指定 
現行サービスの FIFO（ファーストイン・ファースト

アウト）は無くなります。 

 

現行サービス概要（各サービス名をクリックすると該当ページへ遷移します） 

ひまわり FX（レギュラー口座／デイトレ口座） 

FX ZERO 取引口座 

 

 

■ 現行サービスでお取引中のポジション及び残高について                        

全面リニューアルに伴い保有中のポジション及びお預かり資産の取扱いについては、以下のようになります。 

ポジション 【取扱いを継続する通貨ペア】 

2012 年 01 月 06 日（金）クローズ時点で保有中のポジションにつきましては、リニュー

アル後の新サービスへ引継ぎを行います。 

そのため、2012 年 01 月 09 日（月）以降も継続してお取引を行えます。 

【取扱いを廃止する通貨ペア】 

リニューアルによって取扱いが廃止される通貨ペアにつきましては、2011 年 12 月 27

日（火）15：00 時点で保有されているポジションがあった場合、15：00 のレートをも

って当社にて決済させていただきます。 

※FX ZERO につきましては、取扱いを廃止する当該通貨ペアを保有されているお客様全体

のポジションがなくなりましたら、レート配信を停止する予定です。 

そのため、2011 年１２月２７日（火）より先立って取扱いを廃止する可能性があります。 

指値注文 2012 年 01 月 06 日（金）クローズ時点で有効/待機中の注文につきましては、新規／決

済注文問わず、すべて取消しをさせていただくことになります。 

必要に応じて 2012 年 01 月 09 日（月）以降、新たに注文を出し直してください。 

http://sec.himawari-group.co.jp/fx/outline/trade/comparison/�
http://sec.himawari-group.co.jp/fx/fx-zero/outline/�
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預かり資産 【日本円】 

2012 年 01 月 06 日（金）クローズ時点で口座内にある残高および純資産につきましては、

リニューアル後の新サービスへ引継ぎを行います。デイトレ口座にある残高および純資産に

つきましては、引継ぎ時にレギュラー口座への振替を行います。 

引継ぎ金額を確定させるため、2012 年 01 月 05 日（木）15：20 時点の予約をもって、

日本円の出金予約受付を一時的に停止いたします。 

再開については、2012 年 01 月 09 日（月）以降を予定しています。 

※FX ZERO につきましては出金予約受付が停止できません。リニューアルの引継ぎ時に出

金予約が残っている場合は一旦取消しとなりますので、2012 年 0１月 0９日（月）以降に

再度出金予約を行ってください。 

【外貨】 

リニューアル後の新サービスでは外貨を保有いただけなくなりますので、現在お預かりして

いる外貨および売買によって発生する外貨については、以下のスケジュールにて入出金の停

止および日本円へ両替をさせていただきます。 

2011年12月16日（金） 外貨の入金受付を終了（以降のご入金は返金いたします） 

2011年12月27日（火） 15：20 時点をもって、外貨の出金予約受付を終了 

2012年01月06日（金） クローズ時点で残っている残高については、クローズレートに

て日本円へ両替させていただきます。（未決済損益も同様） 

大変お手数ですが 2012 年 01 月 06 日（金）までに日本円への両替をお願いいたします。 

両替を行っていただくにあたり、外貨から日本円へのコンバージョン手数料（両替手数料）

相当額を 2012 年 01 月中にキャッシュバックいたします。 

※キャッシュバック時点で、引き続きお取引口座を保有されているお客様のみ対象。 

 

 

■ 新しいお取引システムへのログインについて                             

リニューアルに伴い、取引システムについても一新いたします。 

取引システムへログインいただく際のログイン ID／パスワードは確定次第、改めてご案内いたします。 

 

 

■ リニューアルスケジュール                                     

日付 時間 内容 

2011 年 12 月 12 日（月） オープン 外貨⇒日本円へのコンバージョン手数料（両替手数料）相当額

のキャッシュバック対象期間スタート 

2011 年 12 月 16 日（金）  外貨の入金受付を終了（以降のご入金は返金） 

2011 年 12 月 27 日（火） 15：00～ 取扱いを廃止する通貨ペアのポジションを当社にて決済 

15：20 外貨の出金予約受付を終了 

2012 年 01 月 05 日（木） 15：20 日本円の出金予約受付を一時停止 



重 要 
 

ひまわり証券株式会社  〒105－0022  東京都港区海岸 1－11－1  関東財務局長（金商）第 150 号（金融商品取引業） 

加入協会：社団法人金融先物取引業協会・日本証券業協会・社団法人日本証券投資顧問業協会 
5 

2012 年 01 月 06 日（金） クローズ後 外貨（未決済損益含む）を日本円に両替 

2012 年 01 月 07 日（土） 

2012 年 01 月 08 日（日） 

未定 保有中のポジションおよび残高、純資産を新サービスへ移行 

待機中の注文を取消し 

2012 年 01 月 09 日（月） オープン 新サービスでのお取引スタート 

 

※上記の内容及びスケジュールにつきましては、変更となる場合があります。 
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