
ひふみの公式サイト（https://hifumi.rheos.jp）へアクセスします。

【スマートフォン、タブレット】

【パソコン】

ログインされる場合

画面右上の「ログイン」を押します。

1

1

1

ログインＩＤ・ログインパスワードを入力し、「ログイン」を押します。

ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。

ログインパスワード：下記内容をご参照ください
→口座開設申込時にお客様ご自身にご登録いただい
た4桁の数字（取引暗証番号）です。なお、初回ログ
イン後に必ず変更が必要です。
すでに初期設定がお済みの場合は、8～32桁の半角
英数字混在のパスワードです。（一部記号も使用可
能）

ログインID：総合取引口座番号（数字7桁）
→「総合取引口座完了のお知らせ（書面）」または
「【ひふみ】口座開設完了のお知らせ（メール）」
に記載された7桁の数字です。

2

3

2

【ひふみWebサービス】ログイン方法

他の画面を閲覧中に「マイページ」ボタンを押
すと、こちらの画面に戻ってきます。



「スポット購入」を選択します。

ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。1

STEP3

お手続き完了

STEP2

ひふみWebサービスにて注文入力

STEP1

振込先指定口座へお振込み

【ご留意事項】
まずは当社の振込先指定口座(ひふみWebログイン後の「当社への振込先口座」ボタンよりご確認いただけます)へお買付代
金をお振込みください。お客様からのお振込を当社が確認次第、ご入金額はひふみWebサービス画面上の「買付余力」に反
映されます。ご注文の入力は「買付余力」にご入金額が反映後に可能となります。

1

2

ご注文内容を入力します。

【交付目論見書のご確認について】

ひふみWebサービスに初めてログインされる際は、最新の「投資
信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認いただいております。
また、改訂されるごとにご確認いただきます。「閲覧」ボタンが画

面に表示されましたら、交付目論見書を必ずお読みくださいますよう
お願いいたします。

「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認いただきます。

最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を閲覧いただいていない銘
柄には、「閲覧」ボタンが表示されております。閲覧ボタンを押して交
付目論見書の内容をご確認ください。内容を確認されましたら、画面下
方のチェックボックスに「✔」を入れ、最下部の「金額入力へ戻る」を
押します。

2

スポット購入 お取引方法（１/2)

100,000 円

100,000 円



注文内容をご確認ください。

①注文内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の
数字）を入力し、「次へ（買付注文完了）」を押してください。

4

4

買付注文が完了しました。5

買付注文の受付が完了すると、「買付注文番号」が表示されます。

5

【注文の取消、または注文内容の変更を行なう場合】

→マイページより手続きが可能です。

スポット購入 お取引方法（2/2)

【買付余力】
お買付け可能な金額を表示しています。
ご入金額は、お客様からのお振込を当社が確認次第加算されます。
買付注文を執行すると、ご注文分を差し引きます。

【買付注文の入力】

①「買付金額」に金額を入力します。
※1銘柄につき1,000円以上1円単位で買付可能です。
※お振込みいただいた金額は、全額ご注文いただきますようお願いい
たします。

②NISA口座を開設されている場合は「NISA口座」欄の各銘柄に金額を
ご入力いただくと「NISA口座」での買付となります。
※NISA口座を開設されていない場合は課税口座（特定口座または
一般口座）欄のみ表示されます。

③「次へ（内容確認）」を押してください。

3

3

ご注文内容を入力します。

100,000 円



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。1

現在の保有残高がファンド、口座区分（課税口座、NISA口
座）別に表示されます。該当の「解約注文」ボタンを押してく
ださい。
※「定期解約お申込」とお間違いにならないようご注意くださ
い。

「解約（換金）注文」を押します。

1

2 解約（換金）注文画面が表示されます。

2

解約 お取引方法（１/２)

【定期解約お申込】

保有している銘柄に解約方法を設定することで、決まったスケ
ジュールで毎月または隔月にご指定の金融機関口座で解約代金を
受け取ることができるサービスです。



注文内容をご確認ください。4

5

①注文内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された
4桁の数字）を入力し、「解約注文完了」を押してください。

4

解約注文が完了しました。

解約注文の受付が完了すると、「解約注文番号」が表示され
ます。

5

【注文の取消、または注文内容の変更を行なう場合】

→マイページより手続きが可能です。

解約 お取引方法（２/２)

【解約注文の入力】

①「口座区分」をご確認ください。

②「解約種別」を選択してください。
※「一部解約」の場合は「金額指定」または「口数指定」を選択
のうえ、金額または口数をご入力ください。

③「解約代金のお取り扱い」を選択してください。
※「お客様の預金口座へお振込み」の場合は、ご指定の振込先金
融機関へ解約代金を送金いたします。
※「買付余力へ戻す」の場合は、解約代金をスポット購入のご資
金としてひふみWebサービスの買付余力に受渡日に反映いたしま
す。

④「次へ（解約内容確認）」を押してください。

ご注文内容を入力します。3

3

【解約スケジュールについて】

今回のご注文に関する、申込受付日から受渡日までのスケジュー
ルが表示されます。内容を必ずご確認ください。



注文の取消は、マイページ画面より入力を行ないます。1

【注文の取消】
マイページ「注文履歴」の該当注文右端にある「取消」ボ
タンを押します。

1

2 取消内容をご確認ください。

※「注文状況」が「受付中」の場合は取消が可能ですが、
「処理中」の場合は取り消すことが出来ません（「取消」ボ
タンが押せない状態となります）。

【取消できない例↓】

①取消内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録
された4桁の数字）を入力し、「次へ（注文取消完了」を
押してください。

2

スポット購入・解約注文 取消・変更方法（１/２) 

【注文内容の変更について】
申込が完了したご注文（買付・解約ともに）は注文内容の変更を承ることができません。
金額、または口座区分選択（課税口座、または一般NISA口座）を変更ご希望の場合は、一度注文を取り消ししたうえで、再
度ご希望の内容で注文を入力してください。なお、申込受付日の15時までに取り消しと注文の入力の両方を完了してくださ
い。



3

注文の取消が完了すると、マイページ「注文履歴」の「注
文状況」が「取消済」に変わります。

3

注文取消が完了しました。

スポット購入・解約注文 取消・変更方法（２/２)



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。1

【つみたて内容を設定（毎月同額つみたての場合）】

①「目論見書」をご確認ください。
※最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を閲覧いた
だいていない銘柄には、「閲覧」ボタンが表示されており
ます。閲覧ボタンを押して交付目論見書の内容をご確認く
ださい。

②「引落金額（1,000円以上1円単位）」を入力してくださ
い。

③「口座区分」をご確認ください。
※一般NISA口座を開設済みのお客様はプルダウンでつみた
てをご希望の口座区分をご選択ください。

つみたて内容を設定します。3

3

購入する方法を選択します。

・毎月同額つみたて：1月～12月を同一金額で購入する方
法
・自由つみたて：1月～12月で金額や購入する/しない月を
自由に設定し購入する方法

「つみたてお申込み・内容確認」を押します。

1

2 つみたて購入申込み画面が表示されます。 2

つみたて購入 お申込み方法（１/３)

「つみたてNISA口座」の
開設はこちらからお申込
みいただけます。



お申込み内容の確認画面が表示されます。4

「引落口座WEB登録開始」ボタンを押して、引落口座の設定をして
ください。

①お申込み内容および適用開始日（暗証番号入力欄の下部にござい
ます）をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4
桁の数字）を入力し、「次へ（口座設定）」を押してください。

4

5 引落口座の設定画面が表示されます。

5

つみたて購入 お申込み方法（2/３)

【つみたて内容を設定（自由つみたての場合）】

①ご希望のファンドをご選択ください。

②「口座区分」をご確認ください。
※一般NISA口座を開設済みのお客様は「課税口座」か「一
般NISA口座」をご選択ください。

③ご希望の月に「引落金額（1,000円以上1円単位）」を入
力してください。なお、つみたてをしない月には「0」円と
入力してください。

※「引落設定」を「同額つみたて」に
変更されるとこのような画面になり、
毎月同額つみたての入力も可能です。

3



引落口座情報をご確認ください。6

引落口座の入力が完了すると、「引落口座情報」が表示されます。
情報に相違ないことをご確認いただき、「次へ（お申込み完了）」
を押してください。

6

７ つみたて購入のお申込みが完了しました。

つみたて購入 お申込み方法（3/３)

①「金融機関選択」画面にてご利用になる金
融機関を選択してください（金融機関により
次画面が異なります。画面の案内にしたがっ
て入力を進めてください）。

②「金融機関へ」ボタンを押してください。
WEB口座振替受付サービスサイトにて口座振
替登録を行なっていただきます。

③金融機関のサイトで口座振替登録が完了し
ましたら、必ず「収納企業サイトへ戻る」を
押し、当社のサイトに戻ってください（この
時点では申込受付は完了しておりません）。

「金融機関選択」後の次画面例↓

A

B

C

5



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。1

【まとめて変更】の場合

変更後の毎月の引落金額を入力してください。
あらたにファンドを追加される場合は、ご希望の毎月の引
落額を入力してください（各ファンド1,000円以上1円単
位）。
入力後、画面下部の「次へ（内容確認）」を押してくださ
い。

※引落口座の変更については「個人情報照会・変更」メ
ニューよりお手続きが可能です。

現在のご契約内容が表示されます。

3 3

現在のご契約内容をご確認のうえ、

・課税口座（特定口座/一般口座）および一般NISA口座の
金額変更をする場合は「まとめて変更」
・つみたてNISA口座および自由つみたての金額変更をす
る場合は「ファンドごと」
・つみたての休止または休止中のつみたてを再開する場合
は「つみたての休止/再開」
を押してください。

「つみたてお申込み・内容確認」を押します。

1

2

つみたて変更入力の画面が表示されます。

2

金額変更、休止/再開

つみたて購入/つみたてNISA 契約内容変更方法（１/３)

【まとめて変更】画面



変更申請が完了しました。

①変更内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数
字）を入力し、「次へ（変更申請完了）」を押してください。

【ファンドごと】の場合

変更をご希望のファンドを選択してください。
次画面で変更後のつみたて内容を入力してください。つみたてをしな
い月は「0」と入力をお願いします。また、「自由つみたて」⇔「毎
月同額つみたて」の変更もこちらの画面で可能です。
変更内容の入力後、画面下部の「次へ（内容確認）」を押してくださ
い。

4

5

変更内容をご確認ください。

つみたて購入/つみたてNISA 契約内容変更方法（2/３)

【ファンドごと】画面 3

4

変更手続きが完了いたしますと「申込申請完了」の画面が表示されます。

5



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。1

「ご登録情報」最下部の「つみたて購入/つみたてNISA引
落口座」の「変更」ボタンより変更手続きをお願いいたし
ます。

「個人情報照会・変更」を押します。

1

2 現在ご登録いただいている情報が表示されます。

2

引落口座の変更

つみたて購入/つみたてNISA 契約内容変更方法（3/３)



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。

一般NISA口座開設に関するご案内、届出書（2枚）、返信用封筒、約款がダウンロードされます。3

「一般NISA口座を申込む」を押してください。

「NISA口座のお申込みはこちら」を押してください。

1

2 NISA口座の開設申込み画面が表示されます。

2

1

【STEP1】
個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類をご準備ください。他社から当社に
NISA口座を移す場合は他社から交付された「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通
知書」もご準備ください。
※個人番号（マイナンバー）確認書類については、既に最新のものを提出済みの場合は不要
となります。

【STEP2】
「①非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」の印字内容をご確認いただ
き、「②非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書（別紙）」にご記入くだ
さい。

【STEP3】
STEP 1の確認書類とSTEP2の届出書、別紙を返信用封筒でご返送ください。

※当社でNISA口座の開設が完了いたしますと、お客様へメールにて開設完了をお知らせい
たします。

3

一般NISA口座 申込方法（１/1)



ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。

「つみたてNISA口座を申込む」を押してください。

「NISA口座のお申込みはこちら」を押してください。

1

2 NISA口座の開設申込み画面が表示されます。

2

1

つみたてNISAの口座開設の手順をご確認ください。3

「口座開設申請フロー」をご確認のうえ、「口
座開設申請を行なう」を押してください。

3

つみたてNISA口座 申込方法（１/4)



「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を確認されました
ら、画面下方のチェックボックスに「✔」を入れ、最下部の「次
へ（金額入力）」を押します。

現在のご登録情報が表示されます。

「NISA口座/つみたてNISA口座を初めて開設する」また
は「他の金融機関でNISA口座/つみたてNISA口座を開設
している」を選択のうえ、「次へ（目論見書確認）」を
押してください。

ご登録情報に相違がないかご確認のうえ、「次へ（口座
開設状況）」を押してください。

4

5 NISA口座の開設状況について選択してください（既に提出済みの場合は手続きが省略されます）。

5

4

「投資信託説明書（交付目論見書）」が表示されます。6

6

【交付目論見書のご確認について】

ひふみWebサービスに初めてログインされる際は、最新の
「投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認いただいてお
ります。
また、改訂されるごとにご確認いただきます。こちらの画面

が表示されましたら、交付目論見書を必ずお読みくださいます
ようお願いいたします。

つみたてNISA口座 申込方法（2/4)



「非課税上場株式等管理に関する約款」が表示されます。7

「非課税上場株式等管理に関する約款」の内容を必ずご
確認ください。確認されましたら、「上記約款の内容を
確認しました。」にチェックを入れ、「次へ（金額入
力）」を押してください。

7

引落金額の入力をします。

「引落設定」、「引落金額」を入力のうえ、「次へ（引
落口座設定」を押してください。

8

8

つみたてNISA口座 申込方法（2/4)



当社で初めてつみたて設定をされる場合は、引落口座の
設定をお願いいたします。

※既につみたて購入を契約されている場合は登録内容が
表示されますので、引落口座をご確認ください。変更さ
れる場合は、「個人情報照会・変更」メニューより変更
手続きを行なってください。

9 引落口座を確定します（既につみたて購入を契約されている場合は登録内容が表示されます）。

9

①「金融機関選択」画面にてご利用になる金
融機関を選択してください（金融機関により
次画面が異なります。画面の案内にしたがっ
て入力を進めてください）。

②「金融機関へ」ボタンを押してください。
WEB口座振替受付サービスサイトにて口座振
替登録を行なっていただきます。

③金融機関のサイトで口座振替登録が完了し
ましたら、必ず「収納企業サイトへ戻る」を
押して、当社のサイトに戻ってください。

「金融機関選択」後の次画面例↓

A

B

C

当社のサイトに戻り、内容を確認されましたら、「次へ
（資料アップロード）」を押してください。

つみたてNISA口座 申込方法（3/4)



お申込み内容をご確認ください。

①お申込み内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登
録された4桁の数字）を入力し、「次へ（開設申請完
了）」を押してください。

お申込みが完了しました。

11

11

12

11

本人確認書類等をアップロードしてください。

「書類アップロード」から本人確認書類、マイナンバー
確認書類のアップロードをお願いいたします。（A～D
の順でお進みください。）

アップロード完了後、「次へ（内容確認）」を押してく
ださい。

10

10

つみたてNISA口座 申込方法（4/4)

当社でつみたてNISA口座の開設手続きが完了しますと、
お客様へメールで開設完了をお知らせいたします。

12

※「ひふみWebサービ
ス」にログインする際
の「ログインID（7桁の
数字）」と「パスワー
ド」を再度ご入力いた
だき、ログインを押し
てください。

※「アップロード」ボタンを押下後、
「しばらくお待ちください。」という
メッセージが表示されますが、当該画
面は×で閉じてください。
×で閉じますと、本人確認書類の提出
画面に戻り、Dの「次へ（内容確
認）」が押下可能となります。

A B

C

D

11


