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◆国内株式　現物取引

･ 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

◆国内株式　信用取引

･ 信用取引の委託保証金率は、売買代金の33％以上で、かつ30万円以上が必要です。

･ 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可
能性を有しています。

◆単元未満株

･ 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

･ 信用取引の対象となっている株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差
し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。

◆立会外分売

･ 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

当社取扱い商品に係るリスク等について (取扱商品のリスク情報等)
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･ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていな
いため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動し
ます。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

･ 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生
じるおそれがあります。

･ 投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なること
から、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧
下さい。

･ 外国債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

◆債券

◆新規上場/公募増資･売出株式
･ 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

当社取扱い商品に係るリスク等について (取扱商品のリスク情報等)
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◆投資信託
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1.デイトレードの基本
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1-1　デイトレードとは

・１日の間で株の売買をし、翌日にポジショ
　ンを持ち越さない投資方法のことを指しま
　す。
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1-2　メリット・デメリット

1.どんな相場でも、収益を得る機会が存在する

・短期の売買なので相場の少しの動きでも収益を得ることが出来る。

2.少ない資金でも収益をあげることが出来る
・ループトレードという手法を使えば1日の中で同じ資金を何回転もできる。

例)現物取引でA銘柄を買って売る。B銘柄を買って売る。C銘柄を・・・・というよ
うに1日のトレード回数を増やすことにより高いパフォーマンスを出すことが可能
になる。現在はこの手法が一般的な物になっています。※同じ資金で同一銘柄
を何度も売り買いすることは差金決済取引に該当する場合があるため出来ま
せん

・メリット

9



3.ポジションを持ち越さないので投資のリスクを限定で
きる
・大引け後にマイナス材料(海外市場の下落や業績等の下方修正、不祥
事、倒産等のニュース)が出てもオーバーナイトしないので、そのことによっ
て資産が目減りする事がない。

4.バランスシート等の読み方が分からなくても大丈夫

・一般的に理解が難しい企業分析やバランスシート等が分からなくても取
引可能。

1-2　メリット・デメリット

・メリット
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1-2　メリット・デメリット

・デメリット

1.株主優待や配当を受ける権利を得られない

・日をまたがないので、配当や優待の権利を得ることが出来ない。

2.トレンドだけを読んで取引するので感情に流されやすい

・ルールを事前に決めて取引に臨む必要がある。以降例を用いてご説明いたします。

3.大きく収益を得る為には売買回数を上げるか取引単位を増
やす必要がある

・一回あたりの利益は限られるので回数を増やすか単位を増やす必要がある。

4.値動きの良い銘柄を探す必要がある

・一日の間で値幅がないと利益を取ることが出来ないので探す手間が必要になる。
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1-3　どのようにデイトレードを行うか　

1.銘柄を選ぶ 2.仕掛けのタイミ
ングを待つ

3.仕掛ける
4.手仕舞う

一連の流れを数分から数時間の
間に行う。

以降各項目について解説
していきます。 12



・日中足(1分足チャート･3分足チャート･5分足チャート･15分足チャート)を使う

・1分足は反応が速いため勘違いをする時があるので注意する。また複数の分足を
参考にして行う。一般的には5分足を使って取引を行っている方が多いようです。

1分足

種類　1～1５分足

銘柄　［9984］ソフトバンク

市場　東証1部

3分足 5分足 15分足

1-3　どのようにデイトレードを行うか　
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2.　デイトレードの実践
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2-1　銘柄の選び方

1.流動性の高い(出来高の多い)銘柄を選ぶ

・一般的な目安としては、1株単位の銘柄は1日1000株以上

100株単位･1000株単位の銘柄は1日100万株以上

東証1部出来高上位20銘柄

種類　出来高上位20銘柄

銘柄　225採用銘柄

市場　東証1部

期間　2008.7.23
15

種類　5分足

銘柄　[6674]　GSユアサ

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23



2-1　銘柄の選び方

2.値動きの大きい銘柄を選ぶ(ボラティリティーの高い銘柄)

・上昇率の高いものを選ぶ

225採用上昇率上位20銘柄

種類　上昇率上位20銘柄

銘柄　225採用銘柄

市場　東証1部

期間　2008.7.23
16

種類　5分足

銘柄　[4183]　三井化学

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23



・下落率の高いものを選ぶ

225採用下落率上位20銘柄

種類　下落率上位20銘柄

銘柄　225採用銘柄

市場　東証1部

期間　2008.7.23 17

2.値動きの大きい銘柄を選ぶ(ボラティリティーの高い銘柄)

種類　5分足

銘柄　[9437]　NTTドコモ

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23

2-1　銘柄の選び方



種類　5分足

銘柄　［5196］　鬼怒ゴム

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23

2.値動きの大きい銘柄を選ぶ(ボラティリティーの高い銘柄)

・出来高急増銘柄を選ぶ

種類　出来高急増上位20銘柄

銘柄　東証1部採用銘柄

市場　東証1部

期間　2008.7.23 18

東証1部出来高急増上位22銘柄

2-1　銘柄の選び方



2.値動きの大きい銘柄を選ぶ(ボラティリティーの高い銘柄)

・売買代金急増銘柄を選ぶ

種類　出来高急増上位20銘柄

銘柄　東証1部採用銘柄

市場　東証1部

期間　2008.7.23

種類　5分足

銘柄　［4519］　中外薬

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23

19

東証1部売買代金急増上位20銘柄

2-1　銘柄の選び方



3.上昇傾向にある銘柄を狙う

・買いの方が仕掛け易くまた、前述のループトレードを使う場合は現物の買いの
みなので上昇しなければ、利益を得ることが出来ない。

種類　日足

銘柄　［4003］　コープケミ

市場　東証1部

期間　2008.1～2008.7 20

2-1　銘柄の選び方



3.上昇傾向にある銘柄を狙う

・上昇傾向にある銘柄の選び方

(1)5日移動平均線を上回る銘柄を選ぶ

種類　日足

銘柄　［6937］　古河電池

市場　東証1部

期間　2008.1～2008.7
21

2-1　銘柄の選び方



3.上昇傾向にある銘柄を狙う

・上昇傾向にある銘柄の選び方

(2)25日移動平均線を上回る銘柄を選ぶ

種類　日足

銘柄　［6937］　古河電池

市場　東証1部

期間　2008.1～2008.7
22

2-1　銘柄の選び方



3.上昇傾向にある銘柄を狙う

(3)５日移動平均線と25日移動平均線ではどちらを選ぶ？

デイトレードは短期売買なので場合によりますが5日移動平均線を選ぶほうが良
いといえるでしょう。可能なら、5日･25日共に上回っている銘柄を選びましょう。

種類　日足

銘柄　［6937］　古河電池

市場　東証1部

期間　2008.1～2008.7

23

2-1　銘柄の選び方



2-2　買いの手法

1.仕掛けのシグナルが出たときだけ仕掛ける

・銘柄選びが出来たら次に仕掛けのタイミングを

　待ちます。

2.シグナルが出るのを待つ

3.仕掛ける

1.日中足チャートを見る

24

以降仕掛けのシグナルとなるチャー
ト形状などを紹介します。



2-2　買いの手法
2.買いシグナル

①ゴールデンクロス

買いシグナル

５本移動平
均線が25本
移動平均線
を上抜け

・代表的な分析手法の一つで比較的に高
い確率で株価が上昇すると言われる。

種類　５分足

銘柄　［5803］フジクラ

市場　東証1部

期間　2008.7.17～18

25

ゴールデンクロスした457円で買い、デットクロスした463円で売り。差し引き
6円(1.3％)の収益。(手数料等は考慮しておりません)

買い

売り



2-2　買いの手法
2.買いシグナル

②株価が移動平均線を上抜く

種類　５分足

銘柄　［5803］フジクラ

市場　東証1部

期間　2008.7.17～18

ロウソク足が
25本移動平均

線を上抜け

・ゴールデンクロスはセオリーですが、多
くの場合出た時点で株価は底値を抜け
ている事が多い。

26

・25本移動平均線を上抜けした459円で買い、25本移動平均線を割った483円で売り。

差し引き24円(5.2％)の収益(手数料等は考慮しておりません)

買い

売り

買いシグナル



2-2　買いの手法

2.買いシグナル

③ボックスの上抜け

種類　５分足

銘柄　［5803］フジクラ

市場　東証1部

期間　2008.7.16～18

ボックス相場
の後、ボックス

を上抜け

・何かの要因でボックス上抜けると上昇しやすい。
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ボックスブレイクした470円で買って、5本移動平均線割れで売ると487円で売ることになる。差
し引きで17円(約3.5％)の収益。(手数料等は考慮しておりません)

買い

売り

買いシグナル



2-2　買いの手法

2.買いシグナル

④下ヒゲ
出来高を
伴って下髭
を形成し、
その後95
円を抜けな
い。

下髭を見た後、5本移
動平均線上抜けを確
認し、97円で買い。引
け間際に103円で売り。
差し引き6円(約6％)の
収益。(手数料等は考
慮しておりません)

種類　５分足

銘柄　［1808］長谷工

市場　東証1部

期間　2008.7.18～23

・出来高を伴い長い下髭が出たら、上昇
に転じる可能性が高い。

28

買い

売り買いシグナル



2-3　売りの手法
1.売りの方法

・信用口座を開設し新規
売りを行うことにより下落
相場でも収益を得る事が
出来るようになる。

①株を貸りる

②株を売る

③買い戻す

②－③の差額分が損益
額になる

・この取引だと前述のループトレードは使
うことは出来ない。ループトレードに比べ
資金効率は良くないが下落相場でも収
益機会を得る機会が発生する。

④株を返す

例えば、100万円でA株を売って90
万円で買い戻せれば10万円の利
益。逆に110万円になれば10万円
の損失になる。(手数料等は考慮
しておりません)

29
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2-3　売りの手法

2.売りシグナル

①デットクロス

種類　５分足

銘柄　［5803］フジクラ

市場　東証1部

期間　2008.7.17～18

５本移動平
均線が25本
移動平均線
を下抜け

・ゴールデンクロスと並び代表的な分析手法の一つで
比較的に高い確率で株価が下落すると言われる。
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・デットクロスし
た494円で売り、
引け間際の487
円で買い戻し。
差し引きで7円
(1.4％)の収益。
(手数料等は考
慮しておりませ
ん)

売り

買い

売りシグナル



種類　５分足

銘柄　［7202］いす 自ゞ動車

市場　東証1部

期間　2008.7.17～18

出来高を伴っ
て上髭を形
成し、その
後499円を
上抜けない

2-3　売りの手法
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2.売りシグナル

②上髭

・出来高を伴い長い上髭が出ると
下落に転じることが多い

・上髭を出した497
円で売り、引け間
際の487円で買い
戻し。差し引き10
円(2.0％)の収益。
(手数料等は考慮
しておりません)

売り

買い

売りシグナル



2-4　手法のまとめ

ここまで売りと買いの手法を紹介してきましたが結論的には｢買い｣と｢売り｣のパターン
は上下対象となる。

売り 買い

ゴールデンクロス･デットクロス

上抜け･下抜け

ボックス上抜け･下抜け

32



2-5　リスク・リターン
1.含み損が出た場合の対処法

①仕掛けたままにする

②決済する(ロスカットする)

③ナンピンする

・デイトレードという投資手法をとるのなら①と③は1日
の間で決済するタイミングを失う可能性がある。また、
③を行った場合、思惑どおりにいけば通常よりも大きな
利益を得ることができるが、思惑どおりにいかなかった
場合は通常より大きな損失を被る。
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2-5　リスク・リターン
2.ロスカットのタイミング

①下落率

・買った値段から何％下落したら決済するか決めておく。
　例)2％、5％、7％　etc・・・

②損失額

・いくら損失が出たら決済するか決めておく。

③ティック(Tick)※証券の値動きの事　現在値から一回売買が成立したら1Tickと数える。

・何回下落のティックが出たら決済するか決めておく。

34

※初めのうちはロスカットに慣れる事から始めましょう。ロスカットに慣れることによって、
致命的な損失を避けられる可能性が高まります。



2-5　リスク・リターン
3.利益確定のタイミング

①損を小さく、利益を大きく

・例えば、買いから入った場合上昇5％で利食い、下落2％でロスカット
のようなルールを事前に作っておく。必ず損失よりも利益が大きくなるよ
うなルール作りをする。

例)

利益　　5％　　　　＞　　　　2％　　　損失

　　　　　10万　　　＞　　　　5万

②ピークからの下落・上昇率で利益確定

・ピーク(高値・安値)をつけたところから何％下落･上昇したかで利益確
定するかを事前に決めておく。
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2-5　リスク・リターン

上昇した際の利益確定ラインと下落した際の損失確定ラインを
あらかじめ定めて、実行する。

例.　5％上昇したら利食い2％下落したらロスカットすることをあらかじめ決める

種類　５分足

銘柄　［8316］三井住友FG

市場　東証1部

期間　2008.7.18

寄り付きで、
845，000円で
買った場合、

823，000円を下回っ
たら売り

36

3.事前のルール作り



3.まとめ

・日をまたがない事により倒産や不祥事等のリスク　を回避　
　する事が出来る。

・上昇傾向の銘柄を選ぶ。(方向感の無い銘柄には手を出さ
　ない)

・値動きの大きい(ボラティリティーが高い)銘柄を選ぶ。

・感情を入れない。

・機械的にトレンド・チャートなどを分析し売買する。

・自身にあった取引ルールを確立する。

・ロスカットに慣れる。
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本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等
へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格
の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商
品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。

セミナーに関するご注意

商号等：株式会社SBI証券(金融商品取引業者)

登録番号：関東財務局長(金商)第44号

加入協会：日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会
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※『この資料は信頼できると判断した情報源をもとに作成されておりますが、その正確
性を保証するものではありません。最終決定は、投資家様ご自身にてご判断いただき
ますよう、お願い申し上げます。』



http://www.sbisec.co.jp
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