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HYPER SBIは、投資に必要な情報収集から注文発注まで、

一貫してサポートするリアルタイム・トレーディングツール

です。板情報画面上でのドラッグ＆ドロップ操作で新規発注

や注文の訂正・取消ができたり、「株価・市況」、「信用建玉

損益」、「約定」に対してアラート設定ができたりと、便利な

機能を満載しています。この章では、HYPER SBIの機能の概

要やインストールのしかたなどを紹介していきましょう。
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はじめに

1章



HYPER SBIは、投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディング

ツールです。HYPER SBIを使えば情報スピード、執行スピード、安定性のいずれもが最大限の状態で株式取引を行えます。ここ

では多機能な HYPER SBIの特徴を紹介しましょう。

ドラッグ＆ドロップを使った注文機能を実装したトレーディングツー

ルHYPER SBIは、バージョンアップし、さらに使いやすくなりました。

今までのように、発注済みの注文の指値を訂正する場合、取引画面の

株価気配情報に表示されたお客様の注文を任意の気配値上にドラッ

グ＆ドロップするだけで変更したい指値に訂正されるのはもちろん、よ

り視覚的に、ドラッグ＆ドロップ機能の操作性を向上させました。

リアルタイム情報提供サービスは単に眺めるものではなく、素早く売

買に進めるサービスです。本機能の強化で、取引はよりスムーズとなり、

プロのトレーダーに匹敵した環境を手に入れることができます。

1-1 HYPER SBIの特徴
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HYPER SBIでは、気配値画面にお客様の注文を表示いたします。これ

により、現在の気配値状況を確認しながら、自分の注文をウォッチす

ることが可能となりました。注文一覧のビューをタイル画面で表示すれ

ば、複数銘柄の注文を発注されるアクティブトレーダーの方々にとって、

発注後のウォッチも容易になります。

■ 気配値上にお客様の注文を個別表示

素早い注文発注を実現するために、複数の

注文をあらかじめ準備してストックする「準備

注文」機能を搭載しました。準備した注文は

「取引ポップアップ」、「個別銘柄」画面の取引

エリアの2つの大サイズの気配値画面上で準備

注文オブジェクトとして表示され、ドラッグ＆

ドロップ操作によって任意のタイミングでの指

値・成行発注が可能となります。先に設定し

た指値は、発注する際にドロップした気配値に

変更されますから、気配動向に機敏に対応し

た発注を行うことが可能です。

■ 準備注文コンセプト

ドラッグ＆ドロップ注文に対応した取引画面

■「ドラッグ＆ドロップ注文」

用意した準備注文もドラッグ＆ドロップ操作での素早い発注が可能



保有証券の売却・返済注文に関しても、注文が約定した直

後に素早く反対売買の注文を発注できるインターフェイスを

実装しました。「取引ポップアップ」、「個別銘柄」画面の取

引エリアの大サイズの気配値画面には、お客様の注文や準備

注文だけでなく、保有証券も表示されますから、それをドラ

ッグして反対売買の発注エリアにドロップすることにより、

新規注文の約定を確認後、すぐに反対売買アクションを開始

できます。
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自由にカスタマイズできるMyPage画面

細かい設定に対応したアラート機能

■ 素早い保有証券の売却・返済注文

「株価・市況」、「信用建玉損益」、「約定」に対してお客様

自身で条件を設定し、その条件を満たすとツールバーなどに

アラート達成メッセージを表示させる機能を搭載しました。

アラート達成時のアクションとして「取引準備」をあらかじ

め設定しておけば、 売買のタイミングを逃すことはありませ

ん。

HYPER SBIでは、複数の銘柄の板情報等を同時ウォッチで

きる「タイル表示」をはじめ、複数の銘柄情報を一覧画面で

チェックする際に選択できる、さまざまな表示形式を用意し

ています。目的に応じた表示形式に随時変更することで、同

じ一覧画面の銘柄情報を別の角度からチェックすることが可

能です。

■ 多彩な表示形式をサポート

お客様自身で任意のコンポーネントを自由に組み合わせる

ことによって、ご自身の投資スタイルに合った情報表示を可

能にした「MyPage」機能を搭載しました。既存のメインペー

ジでは満足できないリテラシーの高いアドバンスド・ユーザ

ーのニーズを満たした機能です。

■ カスタマイズ可能なマイページ

■ 多様なアラート機能

タイル表示では、複数銘柄の気配値等をまとめてウォッチ可能
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個別銘柄のクォート画面に予想PER、PBR、予想配当利回り

など、投資指標データが追加され、より詳細な投資情報を一

つの画面上で確認することができます。

■ 各種投資指標データの充実

先物画面として日経平均、TOPIX先物等の価格をリアルタ

イムで表示し、オプション画面では現在値や気配値、IVなど

をチェックすることができます。先物・オプションでチェッ

クできる情報はポップアップ画面での表示も可能で、動向を

手軽に監視もできます。

■ 先物・オプション画面を追加

従来の株価チャートの表示に加え、日中足チャートの時間

軸固定表示、価格目盛りの変更、分析線の描画範囲の変更、

十字カーソル採用による注目ポイントの明確化などにより、

画面全体の表示機能が強化されています。テクニカル指標な

どの表示や足の種類、期間が増えたことにより、チャート機

能、利便性が一層向上しました。

■ 株価チャートの機能性の向上

マーケット情報に信用・証金のランキングや株不足・逆日

歩銘柄一覧などを追加し、表示するマーケット情報量が増え

ました。また、海外指標の拡充やランキングのメニュー構成

の変更など、従来の機能も強化いたしました。

■ マーケット情報を拡充
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従来から定評のあるドラッグ＆ドロップ、クリックでの操

作がより改良され、ユーザーが直感的に使えるように工夫さ

れています。また、個別銘柄で表示した銘柄、登録銘柄やラ

ンキングなど各画面で最後に選択した銘柄のコードをツール

バー上にある銘柄検索の入力ボックスに注目銘柄として格納

し、ニュースやチャートなどの別の画面を表示した際、注目

銘柄の画面がすぐさま表示できるようになりました。これに

より各画面間での連携機能が強化され、操作性が向上されて

います。

■ 操作性の更なる向上

バージョンアップに伴い、ツールバー上の取引ボタンや個

別銘柄の銘柄登録ボタンなど、機能別でボタンの色を統一す

ることでボタンの視認性を向上させ、操作しやすいインター

フェースになっています。

また、画面に表示するフォントのサイズを各画面のタイト

ルバーにあるフォントボタンメニューから即座に変更でき、

お客様のニーズに合わせたカスタマイズが容易に行えます。

■ 視認性の高いインターフェースに改善

HYPER SBI Ver2.0では新機能としてギャップマーク機能が

搭載されました。始値が前日終値より3%以上高い、または安

い場合に「G」マークを表示するギャップマーク機能により、

始値と前日終値の差が大きい銘柄を即座にチェックできます。

ギャップマークは「個別銘柄」「取引スライドイン」「登録

銘柄」「保有銘柄」「ランキング」「東証33業種」「各種一覧」

で確認できます。

■ 始値と前日終値の差を判断できるギャップマーク機能を搭載

従来のニュース情報に加えて四季報速報ニュース、株主優

待情報など、より幅広いニュースソースから情報が得られま

す。また、各銘柄情報から銘柄に関連したニュースをすぐさ

まニュースポップアップ画面で呼び出すことができ、スピー

ディーな情報収集が可能です。

■ より幅広いニュースソースからの情報収集



HYPER SBIを使うためには、パソコンにインストールしなければなりません。ここでは、HYPER SBIインストールする方法を紹介

しましょう。

■ HYPER SBIのインストール

1-2 HYPER SBIをインストールしよう
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ダウンロードしたHYPER SBIのファイルをダブルクリックすると、インストーラが起動します。インストーラの指示にしたがっ

て作業を進めてください。

（2）HYPER SBIのセットアップ画面が起動します。［次へ］ボ

タンをクリックします

（1）ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインスト

ーラを起動してください

（3）HYPER SBIの利用規程が表示されるので、その内容をよ

く読んでください。内容に同意できる場合のみ［はい］ボタ

ンをクリックします
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（6）インストールが終了するとセットアップ完了の画面が表

示されます。［完了］ボタンをクリックするとインストール完

了です

（5）ファイルのインストールが開始されるので、画面が切り

替わるまで待ちます

（4）インストール先のフォルダを指定します。画面に表示さ

れているフォルダでよければ［次へ］ボタンをクリックしま
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HYPER SBIをご利用いただくためには、下記のパソコン環境とネットワーク環境が必要となります。

■ HYPER SBIの動作環境

CPU Pentium / Celeron 1GHz以上

メモリ 256MB以上

ハードディスク 200MB以上の空きスペース

モニタ

解像度1024×768ピクセル以上/フルカラー（24bit Color）

※800×600ピクセル以下の解像度の場合、正常に表示されませんので、あ

らかじめご了承ください。

通信速度

ADSL、FTTHなどの高速回線を推奨

※ダイヤルアップ接続などの低速回線をご利用の場合、株価更新が遅延す

るなど、正常に動作しないことがあります。

ポート TCPポート443を開く必要があります。

プロキシサーバー/ファイアウォール

原則として動作保証外

※詳細についてはHYPER SBI Ver2.0起動時のログイン画面で「よくあるご

質問」をクリックし、「HYPER SBI Q&A」を参照してください。

OS 

Windows 2000 Professional SP4以降

Windows XP Professional Edition, Windows XP Home Edition 

Windows 7  ※64bit含む 

※Windows XP環境では「Windows接続ファイアウォール」を有効にしてい

る場合、正常に動作しないことがあります。

ブラウザ Internet Explorer 5.5 SP2以上

●ハードウェア環境

●ネットワーク環境

●ソフトウェア環境

※上記環境のパソコンでも、インストールされているソフトウェアやOSの不安定要因などにより、正常に動作しない場合があ

ります。

※パソコン本体やOS上の動作不正につきましては、パソコンメーカーまたは、OSのメーカーまで、お問い合わせください。



インストールが終わったら、HYPER SBIへログインしましょう。インターネットに接続できる環境を用意して作業を進めていき

ましょう。

HYPER SBIのインストールが終了すると、デスクトップにシ

ョートカットのアイコンが作成されます。このアイコンをク

リックすると、HYPER SBIのログイン画面が表示されます。

■ HYPER SBIのログイン

1-3 HYPER SBIにログインするには
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（1）ユーザーネーム/パスワード

メインサイトへのログイン時と同じユーザーネームとパス

ワードを入力します。

（2）ユーザーネームを保存

ここにチェックをつけておくと次回ログインする際にユー

ザーネームの入力を省略できます。

（3）環境設定

プロキシサーバーを利用している場合、設定が必要になり

ます。

（4）アップデート進行バー

ログインに成功するとサーバーにアクセスしてファイルの

更新チェックを行い、更新がある場合には自動的にアップデ

ートを行います。

（1）ユーザーネーム/パスワー （2）ユーザー

ネームを保存

ログイン

ボタン

ログインの

キャンセル

（3）環境設定

各項目のページ

へジャンプ

（4）アップデート進行バー
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HYPER SBIを終了する方法には、ツールバーのメインメニューから「終了」を選択するか、ツールバー右上の「×」ボタンをク

リックします。

■ HYPER SBIのログアウト



SBI証券では、インターネット、電話による充実したサポートを実現しています。電話サポートには証券外務員の資格をもった

専門のスタッフが担当し、さまざまなご質問に迅速にお答えします。

SBI証券では、オンライン証券最大規模の体制で、充実したサポートを実現しています。 証券外務員の資格をもったオペレー

ターがお客様からのご注文やお問い合わせに迅速に対応いたします。連絡先をご確認の上、お気軽にお申し付けください。

●カスタマーサービスセンター

新規口座開設から当社のサービスに関するお問い合わせ、HYPER SBIについてのご質問などをお受けします。

0120-104-214
年末年始を除く平日8:00～18:00

携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。

※ダイヤル回線の方は、お電話がつながり次第、トーンボタンまたは「＊」ボタンを押し、トーン信号に切り換えてご利用ください。

お客様からのお問い合わせをインターネットでも受け付け

ております。詳しくは当社のウェブサイトの各ページ下部に

表示されている「お問い合わせ」をクリックしていただき、

「お問い合わせフォーム」よりご利用ください。

SBI証券URL
http://www.sbisec.co.jp

■ 電話での問い合わせ

1-4 カスタマーサポート
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■ インターネットからの問い合わせ



HYPER SBIでは、情報の収集・分析から注文発注・管理まで、オンライントレードに必要なさまざまな機能をサポートしてい

ます。これらの機能は目的別にまとめられ、シームレスに連携する8つの主要画面に効率的に配備されており、ツールバーのボタ

ンで各画面を開いて目的の操作を行っていきます。ここではこれらHYPER SBIのメインとなる8つの画面をご紹介しましょう。

HYPER SBIの主要画面へは、ツールバーのこのボタンからジャンプします。

任意の一銘柄を複数の視点から総合的

にウォッチできる画面です。現在の株価

や出来高、歩み値、気配値など、個別銘

柄の取引に関する詳細な情報が表示され、

さらに銘柄関連ニュースやチャートも同時

に表示しておくことが可能ですから、銘

柄のチェックから注文発注まで、スピー

ディに行うことができます。また、売買注

文の発注も画面中央の取引エリアから即

座に実行可能です。

1-5 HYPER SBIの主要画面
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■ 個別銘柄→P26

注目しておきたい銘柄などをフォルダ単

位で登録・表示できる画面です。複数の

銘柄の株価動向を一覧画面でまとめてチ

ェックしたい場合などに利用します。一

覧画面は、リスト（2行/1行）・タイル

（大・小）・コンビの各形式での表示を選

択できます。たとえばタイル表示を選択

すると、最大20銘柄の気配値画面を１画

面で同時にウォッチすることも可能です。

また、リスト形式では取引スライドイン画

面を表示しておくこともでき、発注操作

にもダイレクトに移れます。

■ 登録銘柄→P30

主要画面へ
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注文関連の情報を一覧画面で確認可能

なほか、準備注文もあわせて一覧画面で

確認できます。未約定注文のみ表示する

「未約定注文一覧」、設定済みのすべての

準備注文を確認できる「準備注文一覧」、

発注済みのすべての注文状況を一覧でき

る「注文照会」、約定済み注文のみ表示す

る「当日約定一覧」の表示が可能です。

■ 注文一覧・準備→P43

銘柄の株価データや指標データ等をさ

まざまなチャートで描画して投資判断の

手助けを行う画面です。この画面は、指

定した銘柄等のチャートのみを表示する

「個別チャート」と、任意の銘柄等を軸と

して複数の銘柄を選択し相対比較ができ

る「相対チャート」の2つから構成されて

います。チャートは標準では上が価格チ

ャート、下が出来高チャート表示ですが、

ストキャスティックなどの指標を複数種並

べて分析することが可能です。

■ チャート→P48

現物・信用の保有銘柄情報を一覧画面

で確認することができます。銘柄それぞれ

について、現在値、前日比、気配、出来

高などのほか、評価損益もリアルタイム

で自動更新されますから、利益確定、損

切りのタイミングも逃しません。また、現

物・信用それぞれの評価損益合計も表示

されるので、保有証券全体の損益状況も

把握できます。登録銘柄画面と同様に、

リスト・タイル・コンビの各表示形式が

選択でき、発注操作にもダイレクトに移

れます。

■ 保有証券→P40
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先物・オプションに関する情報をまと

めてチェックできる画面です。「日経平均」

「ミニ日経平均」「TOPIX」「長期国債」の

先物情報や「日経平均」のオプション情

報を閲覧することが可能で、限月ごとに

現在値や前日比、売買気配や建玉数等を

チェックできます。

先物オプション画面では取引自体は行

えないため、先物オプション取引サイトを

ブラウザで表示する機能が備わっていま

す。

■ 先物オプション→P75

指標、為替の動きや、各種株価ランキ

ングなどを表示します。国内外の株価指

標や為替レート、さらには出来高や騰落

率といったランキングなどマーケットの動

きをチェックできます。画面は、各コンテ

ンツのサマリーを表示する「マーケットサ

マリー」、日経平均やTOPIXなどの指標情

報をまとめた「主要指標」、主要通貨の対

円レートなどのデータや為替ニュースを提

供する「為替」、各種銘柄ランキングを提

供する「ランキング」、東証33業種の各業

種の銘柄の株価情報を表示する「東証33

業種」やJストックなどを表示する「各種

一覧」があります。

■ マーケット情報→P60

銘柄、市況に関するニュースを表示し

ます。銘柄や市場、為替などのニュース

を表示する「マーケットニュース」と、任

意に設定した銘柄やキーワードに関する

ニュースを表示する「マイニュース」の2

画面から構成されています。ニュースの内

容に加え関連銘柄の情報も表示されてい

るので、ニュースを読んですぐに「取引ス

ライドイン」から注文発注を行うことも

できます。なお、ニュース画面にはニュー

スタイトルを検索できる機能も搭載され

ています。

■ ニュース→P68



ログイン時にツールバーとともに表示される画面です。メッセージボックス、お知らせの他、ログイン情報、保有銘柄、買付・

信用建余力などが表示されています。

（1）お知らせ表示

当社からのお知らせが表示されます。任意のお知らせをク

リックすると、WEB画面の該当ページが表示されます。

（2）メッセージボックス

当社からのご連絡、ご案内等が表示されます。任意のメッセ

ージをクリックすると、該当する本文がポップアップ表示さ

れます。

（3）買付・信用建余力

買付余力、信用建余力、委託保証金率、必要入金額など

が表示されます。

（4）主要指標/保有証券切り替えボタン

主要指標/保有証券表示エリアに表示させる内容を主要指

標か保有証券かを切り替えるボタンです。

1-6 ホーム画面
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（1）お知らせ表示主要指標/保有証券表示エリア

（2）メッセージボックス

（3）買付・信用建余力

ログイン情報、口座番号 （4）主要指標/保有証券切り替えボタン
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