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【お問い合わせ先】 ひまわり証券株式会社  長友 

TEL：03-5400-3412 FAX：03-5400-3664 E-mail： info-pr@sec.himawari-group.co.jp 

東京都港区海岸 1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー 6F 

 
 
 

エコトレ FX 利益ランキング 1位「ループ・イフダン®」 

ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円追加 

 
日本で初めてＦＸ取引を提供した「ひまわり証券」（東京都港区、代表取締役 神馬宗夫）は、無

料の FX 自動売買ツール「エコトレ FX」の利益ランキング 1 位※1 につける売買システム「ループ・

イフダン®※2」で、平成 26 年 8 月 26 日（火）からユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円でも取引でき

るようになりました。 
※1. 平成 26 年 8 月 26 日（火）時点の直近 6 ヶ月間における利益ランキングです。 
※2. ループ・イフダン®は株式会社アイネット証券の登録商標であり、当社はその提供を受けております。 

 
 
●「ループ・イフダン®」とは 
ループ・イフダン®は、一定の値幅ごとにイフダンの注文を実行する売買システムです。 
利食いも一定の値幅ごとに設定しています。 
特にレンジ相場を得意とし、コツコツと利益を積み上げていく売買システムです。 

※ループ・イフダン®は、利益を保証するシステムではありません。 
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■追加される「ループ・イフダン®」B（買い）シリーズ 
売買システム名 通貨ペア 特徴 

ループ・イフダン B30_30 

AUD/JPY 

EUR/JPY 

 

最大ポジション数：∞ 
30pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食い

は 30pips に設定しています。特にレンジ相場を得意とし、コツコツと

利益を積み上げていく売買システムです。最大ポジション数に制限を設

けておりませんので、証拠金管理はご自身の投資スタイルに合った方法

で行なってください。 
 
≪1 ポジションあたりの目安最大損失≫ 
ストップロス（損切り）の設定はありませんので、強制決済時などに損

失が大きく膨らむ場合がございます。 
また、売買は成行注文のため、相場状況によりスリッページが発生する

ことがあります。必ずしも上記利食いの値を保証するものではございま

せん。 

ループ・イフダン B40_40 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
40pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食い

は 40pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン B30_30 と同様です。 

ループ・イフダン B50_50 
EUR/JPY 

AUD/JPY 

最大ポジション数：∞ 
50pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食い

は 50pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン B30_30 と同様です。 

ループ・イフダン B80_80 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
80pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食い

は 80pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン B30_30 と同様です。 

ループ・イフダン B100_100 
EUR/JPY 

AUD/JPY 

最大ポジション数：∞ 
100pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食

いは 100pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン B30_30 と同様です。 

ループ・イフダン B120_120 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
120pips ごとにイフダンの買い注文を実行する売買システムです。利食

いは 120pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン B30_30 と同様です。 
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■追加される「ループ・イフダン®」S（売り）シリーズ 
新売買システム名 通貨ペア 特徴 

ループ・イフダン S30_30 
AUD/JPY 

EUR/JPY 

最大ポジション数：∞ 
30pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食い

は 30pips に設定しています。特にレンジ相場を得意とし、コツコツと

利益を積み上げていく売買システムです。最大ポジション数に制限を設

けておりませんので、証拠金管理はご自身の投資スタイルに合った方法

で行なってください。 
 
≪1 ポジションあたりの目安最大損失≫ 
ストップロス（損切り）の設定はありませんので、強制決済時などに損

失が大きく膨らむ場合がございます。 
また、売買は成行注文のため、相場状況によりスリッページが発生する

ことがあります。必ずしも上記利食いの値を保証するものではございま

せん。 

ループ・イフダン S40_40 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
40pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食い

は 40pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン S30_30 と同様です。 

ループ・イフダン S50_50 
EUR/JPY 

AUD/JPY 

最大ポジション数：∞ 
50pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食い

は 50pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン S30_30 と同様です。 

ループ・イフダン S80_80 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
80pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食い

は 80pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン S30_30 と同様です。 

ループ・イフダン S100_100 
EUR/JPY 

AUD/JPY 

最大ポジション数：∞ 
100pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食

いは 100pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン S30_30 と同様です。 

ループ・イフダン S120_120 GBP/JPY 

最大ポジション数：∞ 
120pips ごとにイフダンの売り注文を実行する売買システムです。利食

いは 120pips に設定しています。 
 
その他の特徴はループ・イフダン S30_30 と同様です。 

※特徴に記載の内容は、売買システム製作者より開示されたコンセプトであり、 必ずしも記載通りに取引が行われること

を当社が保証するものではございません。 
※売買システムには、レートを指定して注文を発注するシステムもありますが、 実際の処理は成行注文で行われます。そ

の為、相場状況によってスリッページが生じる場合があり、特徴に記載の利食いの値は保証されたものではございません。 
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▼ループ・イフダン®の詳細については、こちらからご確認ください 
http://ecotre.himawari-group.co.jp/system/loop_ifdone.html 

 

 

■エコトレ FX とは 

「エコトレ FX」は、厳選された売買システムから気に入ったものを選ぶだけで、簡単に FX の自動売買をすることがで

きる無料の FX 自動売買シストレツールです。 

売買システムの運用と発注はサーバー上ですべて行われるので、特別なソフトや専用パソコンを用意する必要がなく、

ひまわり FX シストレ口座を開設されたお客様であれば、どなたでも簡単にご利用いただけます。 

 
■売買システムとは 

「売買システム」とは、複数の売買ルールを組み合わせたもので、エコトレ FX では各売買システムがお客様に代わって

取引を行います。例えば、いつ買うのか？や、どんな時に取引するのか？など、取引の条件が売買システムごとにあらか

じめ決められていて、そのルールに従って取引を行います。 
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【ひまわり FX における重要事項】 
●外国為替レートの変動やスワップ金利の支払いによりお客様が損失をこうむるリスクがあり、投

資元本が保証されるものではありません。 
●取引金額が証拠金の額に比べて大きいため、マーケットの変動率に比べ投資元本の損益変動率が

大きく、状況によっては、その損失は証拠金の額だけに限定されません。 
●取引手数料は無料となっています。 
●提示価格及び取引価格にはスプレッドといって売値と買値に差があります。スプレッドは固定で

はなく、主要経済指標の発表前後、早朝や主要市場の休日等で市場の流動性が低い時間帯、予期せ

ぬ突発的事象等の発生時には、拡大する場合があります。 
●個人のお客様の場合、レギュラー口座、シストレ口座の証拠金は証拠金率が 4％以上になるよう

に設定します。法人のお客様の場合、レギュラー口座、シストレ口座の証拠金は証拠金率が 1％以

上になるように設定します。また、その証拠金は外国為替レートにより変動します。 
●取引のお申込みの際には、ガイドブック、契約締結前交付書面・口座約款等の取引説明書をよく

お読みいただき、仕組みやルールを十分にご理解のうえ、資産に合わせて、お客様ご自身の判断と

責任において行っていただきますようお願い申し上げます。 
●その他詳細は、ホームページにてご確認ください。 
 
 
ひまわり証券株式会社 
関東財務局長（金商）第 150 号（金融商品取引業） 
加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会・日本証券業協会・ 

一般社団法人日本投資顧問業協会 
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