
HYPER SBIには、お客様の好みに合わせてカスタマイズでき

る機能が搭載されています。変更できるのは、画面や文字の

表示色をはじめ、ツールバーやティッカーバーの内容、銘柄

をクリックした際の動作のしかたなど事細かな設定が可能で

す。この章では、HYPER SBIのカスタマイズ方法について紹介

していきましょう。
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HYPER SBIの
カスタマイズ

4章



HYPER SBIでは、画面の色やウィンドウの色、文字の大きさ、アラート時に鳴らすサウンド、さらには銘柄をクリックしたとき

の動作など事細かにカスタマイズすることができます。ここでは、HYPER SBIを自分好みにカスタマイズできるよう、システムに

関する設定方法を紹介していきましょう。

システムの設定画面は、ツールバーから「メニュー」－「設定」－「システム設定」を選択すると表示されます。

「設定」画面には、左側に「パーソナル」「ツールバー」「ティッカーバー」の3つの設定ジャンルと個別項目がツリー表示され

ており、このツリー表示の各項目をクリックすることで、それぞれの項目の設定画面に切り替わります。

■ システム設定画面

4-1 システム設定
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設定項目の項目表示エリア

変更を適用して、設定画

面を閉じなくても変更し

た設定を確認できます

［メニュー］ボタンをクリックして［各種設

定］から［システム設定］を選択します

変更可能なジャンルと各

ジャンルの設定項目。設

定項目を選択すると画面

右エリアの表示が変更し
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パーソナルでは、「色・文字」「メール」「取引口座」「注文オプション」「サウンド」「銘柄クリック」「損益グラデーション」

「チャート」「右クリックメニュー」「全般」の各項目の設定が行えます。

■ パーソナル

●色・文字

画面全体の配色、情報エリアの色などを変更することができます。さらに、文字の色、サイズ、株価・損益の状態を表す色な

ど細かく設定を行うことも可能です。

（1）操作エリア色

操作エリアの色を指定します。選択できる色はチャコール、シルバー、ゴールドの3種類です。プレビュー表示ウィンドウを見

ながら設定してください。

●シルバー●ゴールド

●チャコール

変更した内容を

確認するための

プレビュー表示

エリアです

設定を初期状

態に戻します

（1）操作エリア色

（2）情報エリア色

（4）文字色

（5）株価・損益色

（3）文字装飾
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（2）情報エリア色

情報エリアの色を指定します。選択できる色はブラック、ホワイト、ネイビーの3種類です。プレビュー表示ウィンドウを見な

がら設定してください。

●ホワイト●ネイビー

●ブラック

（3）文字装飾

画面上に表示される文字を装飾します。文字のサイズを

「小」「中」「大」「特大」の４つから選択できます。また、文

字を太字にするかどうかの選択と、表示される数字に桁数を

示すカンマを表示するかどうかの選択ができます。

（4）文字色

情報エリアの文字の色を指定します。「基本色」に欲しい色がある場合は、欲しい色のついたパレットを選択して［OK］ボタ

ンをクリックします。文字の色はパレットで自由に設定することが可能です。新しく色を設定するには、まず［色の作成］ボタ

ンをクリックします。画面の右にカラーグラフが表示されるので、「作成した色」で登録するパレットを選択してからカラーグラ

フ上で色を選択して［色の追加］ボタンをクリックすると登録できます。設定したエリア色によっては文字が見えにくくなるこ

とがありますから、注意してください。
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（5）株価・損益色

銘柄一覧などで表示される株価関連データの文字色、リー

チバー/リーチサインの表示色、取引画面の売り/買いのエリ

ア色などを設定できます。
色を変更したらかえって見づらくなってしまうこ

ともあります。設定に失敗したときには［初期状態

に戻す］ボタンで初期状態に戻してから、新たに設

定し直すこともできます。

変更したい項目のカラーボタンをクリックするとカラーパレットが表

示されるので、割り当てる色をクリックします

失敗したら[初期状態に戻す]

（1）メールアドレス入力 （3）通知項目の選択

●メール

アラート・ニュース・メッセージの通知方法には、ポップアップメッセージやサウンドだけではなくメール送信も設定可能で

す。メールの送信先は最大3つまで登録できます。

（1）メールアドレス入力

送信先のメールアドレスを指定します。3つまでのメールア

ドレスを登録できます。たとえば、自宅のアドレスに加え、

会社でもアラートが分かるように、会社のアドレスや携帯電

話のアドレスを登録しておくと便利です。

（2）短文指定

メール本文が短文になります。携帯電話のアドレスの場合

は、ここをチェックしておくとよいでしょう。

（3）通知項目の選択

メール送信する通知項目を選択します。選択できるのは

「ニュース」「逆指執行」「約定」「訂正」「取消」「失効」の6

つです。チェックした項目に関して指定した条件に合致した

場合にメールが送信されます。また、ここで設定しておけば、

ニュース設定画面、メッセージ設定画面に反映されます。

（2）短文指定

このボタンをクリックする

と設定したアドレスにテス

トメールが送信されます
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●取引口座

新規注文の取引の種類、および預り口座の優先順を

設定します。ここで設定した項目が、取引画面の「新

規注文」タブで選択する取引の種類（「現物」「制度信

用」「一般信用）と現物の預り口座（「一般預り」「特定

預り」）の優先項目になります。

●注文オプション

ここにチェックを入れて、「常に削除する」「常に削

除しない」のいずれかを選択しておくと確認メッセ

ージが表示されなくなります（P.103（5）参照）

「準備注文情報」からの発注後に、該当準備注文の削

除確認メッセージが出ますが、そのメッセージを表示す

るかどうかを選択できます。「準備情報の確認にメッセ

ージを表示しない」を選んだ場合は、常に削除するか、

削除しないかを選択します。

●サウンド

約定のリーチ、アラート達成、ニュース着信、約定通知などの通知サウンドに関する設定を行います。サウンドファイルは、

WAVファイルであればあらかじめHYPER SBIに搭載されている以外のものも利用できます。

登録したサウンドフ

ァイルを再生します

サウンドを変更した

いときに押します

初期状態に戻します

（1）サウン

ド設定項目

（3）サウンド

ファイル設定

（2）サウンドオフ



（3）サウンドファイル設定

「サウンド設定項目」にて選択した項目のサウンドファイル

を表示します。別のサウンドファイルに変更したい場合は、

［変更］ボタンをクリックし、サウンドファイルが保存された

フォルダから変更したいサウンドファイルを選択します。

また、選択項目のサウンド設定を解除したい場合は、チェ

ックボックスのチェックを外します。再設定する場合は、チ

ェックボックスにチェックを入れ、［変更］ボタンをクリック

してサウンドファイルを指定します。

なお、HYPER SBIに標準添付されたサウンドファイルは、

HYPER SBIをインストールしたフォルダ中の「Sound」フォル

ダに保存されています。

・サウンドの設定方法
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（1）サウンド設定項目

「サウンド設定項目」はサウンドの設定状態を表すウィンド

ウです。サウンド設定できる項目の左側にスピーカーのアイ

コンがあれば、サウンドが設定されていることを表します。

内容を変更したい項目を選択すると「サウンドファイル設定」

に割り当てられているサウンドファイルが表示されます。

（2）サウンドオフ

ここにチェックをつけておくとサウンド機能をすべてオフ

にします。あらかじめ設定していた内容がクリアされるわけ

ではないので、再度このチェックを外せば、設定した内容に

復帰します。

（1）「サウンド設定項目」から変更したい項目を選択。［サウ

ンド］のチェックボックスにチェックを入れて［変更］ボタ

ンをクリックします。なお「リーチ」の項目はサウンドファ

イルの変更ができません

（2）サウンドファイルを選択して［開く］ボタンをクリック

します

（3）「サウンドファイル設定」で表示されているサウンドファ

イルを確認したら［OK］ボタンか［適用］ボタンをクリック

します



●損益グラデーション

取引画面の板情報エリアに表示される損益グラデーションの損益率の範囲を設定します。利益と損失それぞれを5段階で設定

することができます。
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●銘柄クリック

銘柄一覧などの画面で銘柄名をクリックした際に表示される「銘柄クリック設定」画面と取引アイコンをクリックした際に表

示される「取引アイコンクリック設定」画面でそれぞれ優先表示される画面を設定します。「個別銘柄」「取引ポップアップ」

「設定なし」のいずれかを中央のプルダウンリストから選んでください。

確認画面を表示せ

ずに選択した画面

を表示させる場合

にチェックします

ここで選択した項目が、「銘柄クリック

設定」画面で優先表示されます

ここで選択した項目が、「取引アイコン

クリック設定」画面で優先表示されま

す

（1）損益率の入力

設定したい損益率を直接入力していきます。数値が重なら

ないように注意してください。

（2）損益率の範囲表示

（1）で設定した後にこのボタンをクリックすると、左側の

ボックスに数値が自動入力され、各段階の損益率の範囲が設

定されます。

（1）損益率の入力

（2）損益率の範囲表示 入力した損益率をクリアしま

設定を初期

値に戻します

損益グラデーション

をオフにします



●全般

HYPER SBIのシステムロックや起動、取引前の確認メッセージに関する設定が行えます。「システムロックを有効にする」は指

定した時間以上操作が行われなかった場合に自動的にシステムロックをかける設定。「取引画面を起動する前に確認メッセージ

を表示する」はダブルクリック等の操作で取引画面や取引ポップアップが表示される際に確認を行うダイアログを表示させる設

定。「ホーム画面のみ起動する」にチェックを入れておくと、前回終了時に表示してあった画面はすべて閉じた状態でホーム画面

のみを表示して起動します。
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●右クリックメニュー

●チャート

コンビ・タイルのチャートを表示する場合の、線の種類

（ライン、ローソク足、バーチャート（3本値）、フィル、

ヒストグラム、ドット）、移動平均線の本数（3本、2本、

1本）、移動平均本（5、10、25、50、75）を選びます。

右クリックメニューに、どの項目を表示させるか選択でき

ます。［取引］の項目は「取引ポップアップ」を表示する機

能で、［取引］のチェックボックスにチェックが入っている場

合、［現物買］などの他の取引項目はチェックできない状態

になります。

チェックをつけると一定

時間操作がなければシス

テムをロックします

チェックをつけると、取引

ポップアップを2重起動す

る際に、上書き確認のメ

ッセージが表示されます

システムロックを

かけるまでの待ち

時間を入力します

チェックを入れると起動時にホーム画面の

み表示されるようになり、チェックを外す

と終了時に開いていた全ページを起動時に

表示するようになります



HYPER SBIの画面で常に表示されているツールバーの設定を行いましょう。「2-1 ツールバー」でも説明したとおり、ツールバ

ーにはさまざまな機能が割り当てられています。その機能は細かく設定が可能ですので、ここで紹介しましょう。

ツールバーの設定は、ツールバーの「メニュー」－「設定」－「システム設定」と選択して設定画面を開き、ツリー表示の

「ツールバー」から項目を選択して行います。

●位置・時刻表示

ツールバーの表示位置と時刻表示を設定します。 ツールバーの表示位置はデスクトップ画面の上部・下部、時刻表示は12時

間と24時間表示が選べます。

●ティッカー

市況や保有銘柄の株価情報を表示するティッカーの設定を行います。表示できる内容が一覧表示されていますので、チェック

をつけるだけでOKです。また、ティッカーの表示速度もここで設定できます。

■ ツールバー
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「ディスプレイ上端」

「ディスプレイ下端」

ツールバーを表示する位置を指

定します。「ディスプレイ上端」

は最上部に、「ディスプレイ下

端」は最下部に表示されます

時刻の表示形式を選びます。

午後2時の場合「12 時間表示」

では「02:00」、「24時間表示」

では「14:00」と表示されます

ツールバーのティッカーに選択

した情報が表示されます

ティッカーに表示する項

目にチェックをつけます

ティッカーの表示速度を「速」「中」

「遅」の3 段階で設定します

登録銘柄にチェックを

つけた場合は、ここで

フォルダも設定します
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●市況

ツールバーのお知らせエリアに表示される市況の項目を設定します。 追加の方法は、左ウィンドウに表示されている市況一覧

の中から追加したい項目を選択し、[追加]ボタンをクリックすると、右側のウィンドウにその市況の名前が追加されます。逆に

登録した項目を削除したいときには、右ウィンドウで削除したい項目を選択して、［削除］ボタンをクリックします。

●ニュース

ツールバーのお知らせエリアなどにニュース通知を表示する銘柄を設定します。銘柄は保有銘柄や登録銘柄、「マイニュース」

に登録した銘柄から選択したり、銘柄名や銘柄コードで検索して追加することも可能です。

・登録方法1

左側の選択対象リストからニュース

に登録したい銘柄を選択します。上側

の［追加］ボタンを押すと、右側の表

示対象リストに選択した銘柄が追加さ

れます。

・登録方法2

「銘柄/コード」に銘柄名や銘柄コー

ドを入力します。銘柄が確定したら下

側の［追加］ボタンを押すと右側の表

示対象リストに選択した銘柄が追加さ

れます。

・銘柄の削除

ニュースメッセージから削除したい

場合には、右側の表示対象リストから

削除したい銘柄を選び、［削除］ボタ

ンをクリックします。

クリックすると左ウィンドウで

選択した項目が追加されます

お知らせエリアに表

示される市況の一覧

右ウィンドウで選ん

だ項目を削除します

追加したい銘柄を

選択します

銘柄もしくは銘柄

コードを入力します

クリックすると左ウィンドウで

選択した銘柄が追加されます

クリックすると銘柄名/コード

で入力した銘柄が追加されます

ニュースを表示する

銘柄の一覧

右ウィンドウで選ん

だ銘柄を削除します

通知をバルーンメッセージでも表

示する場合はチェックを入れます

チェックするとサウ

ンドを鳴らします

チェックすると設定

してあるメールアド

レスに送信します

追加したい項目

を選択します
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●メッセージ

ツールバーのお知らせエリアに表示されるメッセージを設定します。 ここでのメッセージは、逆指値執行通知や注文に対する

取引所からの約定通知、訂正通知、取消通知、失効通知の受信を知らせるメッセージとなります。

ツールバーの中にあるティッカーを移動可能にしたものがティッカーバーです。ティッカーバーはティッカーとは別に設定する

ことができます。

●ティッカーバーの設定

ティッカーバーは10本まで設定可能です。この設定を行う以外には「2-1 ツールバー」で紹介したツールバーのティッカーの

設定と同様です。

■ ティッカーバー

注文銘柄が約定したとき

にメッセージを表示しま

逆指値注文が執行したとき

にメッセージを表示します

注文銘柄の訂正が成立した

ときにメッセージを表示しま

注文銘柄の取り消しが成立した

ときにメッセージを表示します

注文銘柄が失効したとき

にメッセージを表示しま

チェックすると起動時

にティッカーバーが表

示されます

ティッカーバーを選択

します。最大10個設定

できます

ティッカーバーの内容

はニュースと価格情報

から選べます

表示速度を「速」「中」

「遅」の3段階で設定

します

文字サイズを「大」

「中」「小」の3段階で

設定します

文字色、背景色を設

定します

チェックするとバルーン

メッセージを表示します

チェックするとサウ

ンドを鳴らします

チェックすると設定

してあるメールアド

レスに送信します
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●設定の反映

各設定画面で設定した内容は、以下の方法でHYPER SBIに反映させます。なお、反映の方法は設定画面すべてに共通で

す。

（1）設定を適用して終了

変更した内容を適用して設定画面を終了します。設定

を行う際には通常はこの終了の仕方を利用すれば、設定

内容がなくなることはありません。

（2）設定をキャンセル

設定した内容を無視して設定画面を終了します。つま

り、設定前の内容をそのまま継続します。［適用］ボタン

をクリックする前にこのボタンをクリックすると、せっか

く設定した内容がすべてキャンセルされてしまいますので

注意してください。

（3）設定を適用

設定画面を終了せずに、変更した内容を保存します。

画面表示などは仮にこのボタンで適用させておいて、画

面がどのようになるかを確認して、そのままでよければ

［OK］ボタンを、変更したい場合は再度設定を変更します。

［適用］ボタンをクリックして内容を保存したあとは、

［キャンセル］ボタンをクリックしても、内容は消えませ

ん。

（1）設定を適用して終了

（2）設定をキャンセル

（3）設定を適用



HYPER SBIでは、株価・市況、信用建玉損益、約定通知に対して、アラートを設定することができます。アラートを設定して

おくと、アラート条件が達成されたときに、ツールバーのお知らせエリアや銘柄一覧のアラートアイコンなどに通知され、アラ

ートポップアップを表示して達成内容を確認することができます。また、アラート達成時のアクションとして、取引の準備を設

定しておくことも可能です。

アラートの設定は、ツールバーの［メニュー］－［各種設定］－［アラート設定］を選択すと表示される「アラート設定」画

面で行います。「アラート設定」画面には、「株価・市況」「信用建玉損益」「約定」の3つの設定対象タブがあり、各タブに「ア

ラート一覧・設定」「達成済アラート」の2つのタブが用意されています。設定は、対象のタブを選択して「アラート一覧・設定」

画面で行います。

個別銘柄の株価、または主要株価指標・為替に対してアラートを設定します。

（1）新規アラート設定ボタン

新たにアラートを設定する場合には、この［新規アラート］

ボタンをクリックし、設定を開始します。

（2）設定済みアラート一覧

設定したアラートの一覧が表示されます。「ON」のチェック

を外すとそのアラートをOFFに、［削除］ボタンをクリックす

るとそのアラートを削除します。なお、条件を達成したアラ

ートは、「達成済みアラート」タブの一覧に移動します。

●「株価・市況－アラート一覧・設定」画面

■ 株価・市況

4-2 アラート設定
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（1）新規アラ

ート設定ボタン
（3）アラート

条件の設定

（4）通知オプ

ションの設定

（5）取引準備

の設定

アラートの設定対象を選択します

ここでアラートの設定を行います

達成済みアラート

が一覧表示されま

（2）設定済み

アラート一覧

アラートを

セットします

設定内容を

取り消します



（3）アラート条件の設定

アラートを表示する条件を指定します。まず、アラートの

対象として、「株価」または「市況」いずれかを選択します。

「株価」を選択した場合は、「銘柄/コード」欄に銘柄コード

を直接入力するか、銘柄名で検索して銘柄を指定します。あ

とは、条件１で現在値・売買気配・出来高のいずれかを、条

件２で前日終値・当日始値のいずれかをプルダウンリストか

ら選択し、達成金額またはパーセントの数値を指定します。

「市況」を選択した場合は、プルダウンリストから日経平均、

JASDAQ平均などの株価指標を選択し、同様に具体的な条件を

指定します。

（4）通知オプションの設定

アラート達成時の通知方法として、「バルーンメッセージ」

「サウンド」「メール送信」の３つを追加できます。メール送

信は、システム設定画面の「パーソナル：メール」で設定し

たアドレスを３つまで指定可能です。

（5）取引準備の設定

アラート条件を達成した際にすぐに取引ができるよう、ア

ラートと連動して取引の準備をすることが可能です。「取引の

準備をする」のチェックボックスにチェックをつけると、取

引準備の設定が可能になります。まず、取引銘柄を指定し、

取引の種類をラジオボタンで選択します。つぎに、取引の内

容を指定します。「指値」「成行」のどちらかを選んで、売買

株数を入力し、指値を選択した場合は値段も指定します。

●「株価・市況－達成済みアラート」画面

過去に設定したアラートの中で

達成したものを表示する画面です。

アラートごとに、達成日や条件、

アクションなどアラート設定を確認

することが可能です。また、［再設

定］ボタンをクリックすると、その

アラートをもう一度設定すること

ができます。同じ条件のアラート

なら新規で作成しなくても、この

機能を使えば便利です。
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条件1（現在値、売買気配、出来高）

条件2（前日終値＋－、当日始値＋－）

条件入力（円、％、以上、以下）

ここをチェックすると取引準備設

定が可能となります

取引の種類を指定します 取引内容を指定します

過去に達成したアラー

トを一覧表示します

もう一度アラー

トを設定したい

ときにクリックし

選択した達成済みア

ラートを削除します

アラートの条件を

表示します

アラートのアクシ

ョンを表示します

もう一度アラートを設定し

たいときにクリックします

選択した達成済み

アラートを削除しま



保有する信用建玉の評価損益を対象にアラートを設定することができます。全保有銘柄に対して一括して同じアラート条件を

設定できるだけでなく、個別銘柄ごとにアラート条件を設定することも可能です。

●「信用建玉損益－アラート一覧・設定」画面

「信用建玉損益－アラート一覧・設定」画面は、すべての信用建玉に対してアラートを設定する「一括設定」と、個別銘柄を

対象にした「個別設定」とに分かれます。

■ 信用建玉損益
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（1）全保有銘柄で損益アラート設定

（2）通知方法

（3）個別の銘柄で損益アラート設定

（1）全保有銘柄で損益アラート設定

すべての信用建玉に対して同じ条件でアラートを設定する

「一括設定」と、一括設定をしない場合に指定する「設定な

し」を選択します。「一括設定」ではアラート条件として

「単位」を円もしくは％で指定し、「利益」「損失」それぞれ

に該当する数値を入力して設定します。また、「一括設定」

では「取引準備」の［ON］にチェックをつけることで、アラ

ートの達成通知からすぐに取引を開始することができます。

返済株数は、「全て」と「後で入力」から選べます。

単位（％、円） 利益率または金額 損失率または金額

アラート達成時に取引

準備を行う場合はチェ

取引準備を行う際

の株数の指定方法一括設定/設定なしチェッ
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個別設定は一括設定と同時に指定することができ

ます。この場合、個別に設定した銘柄に対してはそ

のアラート条件が優先され、それ以外の銘柄につい

ては一括設定のアラート条件が適用されます。

一括設定と個別設定を同時に指定したら

（2）通知方法

アラート達成時の通知方法をバルーン表示でのメッセージ

通知、サウンドファイルの再生および指定メールアドレス先

にメッセージ送信から選択できます。「サウンド」で指定され

るサウンドファイルは「システム設定」画面の「サウンド」

にある「アラート達成」で指定されたサウンドファイルが再

生されます。同じくメールでの通知先メールアドレスは「シ

ステム設定」画面の「メール」で登録したメールアドレス先

になります。

（3）個別の銘柄で損益アラートを設定

個別銘柄ごとにアラートを設定する場合に指定します。

「銘柄/コード」欄で銘柄を指定して［追加］ボタンをクリッ

クすると、下の一覧に銘柄が追加されます。また、「信用建

玉」として保有している銘柄がある場合は［信用保有銘柄］

から選択して登録が可能です。

銘柄に応じて「買建」または「売建」のアラート条件設定

欄に、一括設定の場合と同様に条件を指定します。

バルーンメッセージ

での通知を使用する

場合にチェックしま

チェックしてあるメール

アドレス先に通知する

場合にチェックします

チェックしてあるメールア

ドレス先にに通知します

サウンドファイルを

再生して通知する場

合にチェックします

指定されているサウ

ンドファイルを再生

して確認できます

銘柄を追

加します

銘柄名やコードで

追加する銘柄を指

保有している信用建

玉を選択できます

アラート条件の設定エリア銘柄名 追加した銘

柄を削除

取引準備の設定

銘柄を追加します
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注文中の銘柄が約定した際にアラートを出すための設定です。約定アラートを設定しておけば、わざわざ約定を確認しなくて

もアラート表示してくれるので、日々複数銘柄を取引している人には便利な機能といえるでしょう。約定アラートも他のアラー

トと同様に、取引準備を設定しておくことが可能です。また、システム設定の「ツールバー：メッセージ」画面で約定アラート

の通知オプションを設定することができます。

約定アラートを新規設定する場合は、まず［新規アラート］

ボタンをクリックします。つづいて［注文一覧］ボタンをク

リックし、開いた「注文一覧サマリー」ウィンドウの注文一

覧からアラートを設定する注文を選択すると、選択した注文

の銘柄と注文番号が「アラート条件」欄に表示されます。あ

とは、［適用］ボタンをクリックすると、アラート一覧に設定

したアラートが追加されます。

なお、アラートアクションとして取引の準備を設定する場

合は、［適用」ボタンをクリックする前に、「取引の準備をす

る」にチェックをつけ、取引銘柄、取引の種類、注文株数、

指値・成行の指定を行います。

●「約定」アラートの設定

■ 約定

アラートのアクションで「取引準備」を設定した

場合、アラートが達成されると同時に「取引準備リ

スト」が開きます。ここにアラートの内容が表示さ

れていますから、取引を開始したい場合は［取引］

ボタンを、取り消したいときには［削除］ボタンを

クリックします。［取引］ボタンをクリックすると

「準備詳細」画面が開きます。ここで注文内容を確

認し、変更がある場合は注文株数や指値・成行など

を指定しなおして注文を行います。

アクションに取引準備を設定した場合

（2）注文一覧サマリ

ーが開きます

（1）ボタンをクリック

（3）注文を選択します

（4）［セット］ボタンをク

リックすると、注文がアラ

ート一覧に追加されます



「登録銘柄編集」は「登録銘柄」画面で利用するための銘柄やフォルダの登録・編集を行う画面です。ここでは、銘柄の登

録・編集・削除、フォルダの作成・編集・削除が行えます。「登録銘柄編集」画面を表示するには、「登録銘柄」画面の［登録

銘柄編集］ボタンをクリックします。なお、具体的な銘柄の登録方法については「2-3 登録銘柄」（P.30）を参照してください。

4-3 登録銘柄編集
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（1）新規フォルダ作成

銘柄登録に新しいフォルダを作成します。銘柄を任意のグ

ループに分類して管理するときなどに便利です。［新規リスト

作成］ボタンをクリックすると、「フォルダ編集」が開くので、

フォルダ名を入力して［OK］ボタンをクリックします。確認

画面が表示された後、新しいフォルダが作成されます。

（2）銘柄検索

銘柄を検索して登録したいときに使います。［銘柄検索］

ボタンをクリックすると「銘柄検索」画面が開きます。ここ

に銘柄名もしくは銘柄コードを入力して［検索］ボタンを押

すと該当する銘柄が表示されます。銘柄を選択し、「グルー

プ」で登録先フォルダを確認または選択して、［登録］ボタ

ンをクリックすると、フォルダに新しい銘柄が登録されます。

［新規フォルダ］のボタ

ンをクリックするとこの

画面が開くので、フォル

ダの名前を入力し、［OK］

ボタンをクリックします。

「確認」画面が表示されるので［OK］ボタンをクリックすると、「フォ

ルダ/銘柄」の一覧ウィンドウに新しいフォルダが作成されています。

登録銘柄やフォル

ダの編集作業を行

うための一覧ウィ

ンドウです

銘柄コードを指定して直接銘

柄を登録します。また選択し

た銘柄を別の銘柄に変更しま

銘柄に対してメモ

を登録します

（2）銘柄検索

（5）削除 （7）CSVインポート/

エクスポート

（1）新規フォルダ作成

（6）フォルダ名変更

（4）空白行

（3）フォルダ移動

（9）複数銘柄編集

「銘柄検索」画面が開く

ので、銘柄検索を行っ

てから［登録］ボタン

を押します

（8）シミュレーショ

ン情報の入力



（4）空白行

銘柄の一覧に空白行を挿入します。空白行を挿入したい銘

柄名を選択して［空白行］ボタンをクリックすると、選択し

た銘柄名の前の行が空白行になります。挿入された空白行に

は何のデータも登録されていません。削除方法は他の銘柄と

同じく空白行を選択し［削除］ボタンをクリックします。
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（5）削除

一覧ウィンドウで選択した任意の銘柄やフォルダ、空白行

を削除します。削除したい銘柄やフォルダを選択して［削除］

ボタンをクリックすると確認画面が表示されますので、削除

してよければ［OK］ボタンをクリックします。

（6）フォルダ名変更

一覧ウィンドウで選択した任意のフォルダのリスト名を変

更します。［リスト名変更］ボタンをクリックすると「フォル

ダ編集」画面が表示されるので、「新規リスト作成」と同じ

要領で新しいリスト名を指定して［OK］ボタンをクリックし

ます。

（3）フォルダ移動

一覧ウィンドウで選択した任意の銘柄を指定したフォルダ

先に移動します。「フォルダ移動」では新しくフォルダを作成

して移動させることはできないので、あらかじめ「新規リス

ト作成」画面にて移動先フォルダを用意しておく必要があり

ます。

（7）CSVインポート/エクスポート

HYPER SBIの登録銘柄情報をCSVファイルでインポート・エ

クスポートします。CSVファイルは表計算ソフトやデータベー

スソフトでよく使われます。複数の P Cで H Y P E R  

E＊TRADEを利用している場合、この機能を利用して登録銘柄

の同期を取ることができます。ちなみにエクスポートはデー

タを書き出して保存すること、インポートは読み込むことを

意味しています。

（8）シミュレーション情報の入力

銘柄ごとにシミューレーション情報を設定できます。設定

したい銘柄を選択して、取引の種類、株数、価格、諸経費、

買付日を入力すると、ここで設定した情報をもとに評価損益

を試算され、「登録銘柄」画面の銘柄一覧に表示されます。

［CSVエクスポート］ボタンをクリックし、保

存する場所とファイル名を指定します。

［OK］ボタンをクリックすると登録銘柄情報がCSV

ファイルで保存されます。
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（9）複数銘柄編集

登録銘柄をまとめて編集する画面です。編集する銘柄はフ

ォルダを選択して表示します。「複数銘柄編集」画面では新

規リストの作成やリスト名の変更、銘柄の登録、シミュレー

ション情報の入力などが行えます。銘柄のフォルダ移動や削

除などは行えません。

登録する銘柄にチ

ェックをつけます

登録されている銘柄のコード

と市場が表示されます。［銘

柄検索］ボタンで新しく銘

柄の追加や変更ができます

シミュレーション

情報を入力します

編集した内容を保存

して画面を閉じます

登録してあるフォ

ルダを選択します

全銘柄をチェック

しますorチェック

を外します

新規にフォルダを

作成します

選択したフォルダ

名を変更します ページを切り替えます


