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ご注意事項

・本セミナーでは、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。弊社の取扱商品等にご投資い
ただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費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。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについ
ては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

・本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を目的としたもので
はありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資
料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるもの
であり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

・本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し、実際と
は異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものではなく、お取引をなさる際に実際
に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたしま
す。

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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投資にかかる手数料等およびリスク

■国内株式国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連動対象となっている
指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、
損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、
大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。

取引金額 取引手数料
5万円まで 50円（55円）
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 105円（115円）
50万円まで 250円（275円）
100万円まで 487円（535円）
150万円まで 582円（640円）
3,000万円まで 921円（1,013円）
3,000万円超 973円（1,070円）

〔超割コース（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

取引金額 取引手数料
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 135円（148円）
50万円まで 180円（198円）
50万円超 350円（385円）

※（）内は税込金額

※（）内は税込金額

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照
ください。
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投資にかかる手数料等およびリスク

〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 100円（110円）
50万円まで 238円（261円）
100万円まで 426円（468円）
150万円まで 509円（559円）
3,000万円まで 806円（886円）
3,000万円超 851円（936円）

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。

〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

※（）内は税込金額

1日の取引金額合計 取引手数料
50万円まで 0円
100万円まで 858円（943円）
200万円まで 2,000円（2,200円）
300万円まで

以降、100万円増えるごとに1,100円追加。
3,000円（3,300円）

※（）内は税込金額

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含ま
れません。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最大で4,950円
（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委託保証金の保
証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
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【貸株サービスにかかるリスクおよび費用】
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません（無担保取引）。
●当社の信用リスク
当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客
様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様が取得できないことになります。
●投資者保護基金の対象とはなりません
なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
●配当金等、株主の権利・義務について
貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られ
る株主提案権等について、貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様
のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われ
ます。
●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の
変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）より提供されるデータを基にしており、原則として毎営
業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条の25第２項）を提出す
る場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の
種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承くださ
い。
●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、
配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

2019年12月23日現在

投資にかかる手数料等およびリスク
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複雑な商品設計のETF/ETNについての注意点
ETF/ETNの中には、ボラテリティ指数先物を対象としたETF/ETNやカバードコール戦略を取り入れたETF/ETNなど、先物取引やオプション取引を組入れている場
合があります。そのようなETF/ETNは、先物のロールによる価格変動、対象指数等そのものの急激な値動き等によって想定外の値動きをする場合があります。
また、レバレッジ型ETF/ETNやインバース型ETF/ETNは、原指標の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ型指標に連動するよう運用されます。
そのため、値動きや想定されるリターンは、通常のETF/ETNとは異なる特性を有しています。
複雑な商品設計のETF/ETNに投資される際は、商品設計を開示書類等でご確認していただき、十分ご理解していただいた上で投資をしてください。

ETFにおける信用リスク
リンク債型ETFやOTCデリバティブ型ETFなどにおいては、ETFが投資に用いるリンク債の発行体またはETFのOTCデリバティブ取引の相手方の財務状況の悪化など
により基準価額が大きく下落する信用リスクが存在します。これらのETFの投資にあたっては、商品設計を予めご確認する必要があります。

ETN発行体の信用リスク
ETNは、裏付となる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力をもとに価格が特定の指標に連動することを保証する債券です。 そのため、発行体の倒産や財
務状況の悪化、信用格付の引き下げ等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性、 また、償還時に発行体が償還金額を支払わない、または支払う
ことができない可能性があります。このような結果、損失が生じる可能性があります。

早期償還等のその他のリスク
市場動向の急変時や資産総額が小さくなった場合など、管理会社等が運用の継続が困難であると判断した場合は、運用を終了し、繰り上げ償還をする可能性があり
ます。取引所が定める上場廃止基準に該当した場合などは、上場廃止となる可能性があります。

詳細は、当社HPの「ETF／ETNのリスク」をご覧ください。

ETF／ETNのリスク(抜粋）
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クロス取引に関して

クロス取引を行う場合、その取引状況（取引の回数や出来高など）によっては、
他の投資者に現実の需給に基づいて取引が頻繁に行われていると誤解を生じさせるものとして、不公正取引と見なされるおそれがあります。

さらに、注文する銘柄の株価を変動させるようなクロス取引は株価操作に該当するものとして、不公正取引と見なされるおそれがあります
（特に取引時間中（ザラバ）や前場、後場の取引終了間際（前引け、大引け）でのご注文にはご注意ください。）

上記に限らず、お客様が市場の価格形成に影響を及ぼす可能性が高いと見られるお取引を行った場合、弊社から、お取引の目的などについて
確認等をさせていただく場合があります。

制度信用の場合、逆日歩がかかる場合があります。

空売りをする株数が増加した場合、証券金融会社は不足する株式を入札形式で機関投資家等から借り受けて調達します。その入札により決定
された料率を逆日歩（品貸料）と言います。
銘柄によっては多額の逆日歩が発生することがありますので十分な注意が必要です。

手数料等のコスト＜株主優待の特典となるようにする。

つなぎ売りを行う際は、現物取引の買付手数料、信用取引の売建手数料、貸株料、配当金と配当金相当額の差額等のコストが発生します。こ
れらコストより株主優待の特典が上回るようにしっかり計算する必要があります。

つなぎ売りを行う際のご注意事項
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前回（6/27）の講演内容

信用取引とは

・信用取引の仕組み

信用取引の魅力

・約3.3倍のレバレッジ効果

・同じ銘柄を何度も取引可能

・「売り」から始められる

＜セミナーURL＞

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200627.html

＜YouTube＞

https://www.youtube.com/watch?v=_rOdUqBdV8M&feature=youtu.be

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200627.html
https://www.youtube.com/watch?v=_rOdUqBdV8M&feature=youtu.be
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今回の講演内容

信用取引とは（簡単なおさらい）

・信用取引の仕組み

信用取引の基礎

（準備編）

・信用取引のステップ

・信用口座の開設

・保証金の振替（らくらく担保）
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信用取引とは？（おさらい）

■信用取引とは、現金や株式を担保として証券会社に預けることで、

担保評価金額の約3.3倍まで株式取引が可能！

現金・株式

現金・株式
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信用取引の基礎知識（おさらい）

■新たに株式を買うもしくは売ることを「新規建」といい「買建」「売建」という。

■その際のポジションを「建玉」という。

■返済するときは「埋める」といいい、「売埋」「買埋」という。

新規建
（買建・売建）

返済
（売埋・買埋）

他にも
現引・現渡もあり
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買建の仕組み
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買建の場合の利益・損失の計算方法
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売建の仕組み
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売建の場合の利益・損失の計算方法
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信用取引の基礎

（準備編）

・信用取引のステップ

・信用口座の開設

・保証金の振替（らくらく担保）
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信用取引のステップ

信用取引をはじめるには

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/margin/startup/

申込が
必要

自動で
振替可能

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/margin/startup/
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準備編：信用取引口座とは？

■総合口座とは別に「信用取引口座」の開設が必要
■信用取引には口座開設基準がある

総合口座

信用取引口座 先物OP口座 FX口座

主なサブ口座

現物取引
が可能

申込が
必要

信用取引口座開設基準

■弊社の総合取引口座または法人口座を開設している
■インターネットをご利用になれる環境にある （仲介業者経由のお客様を除く）
■ご自身のメールアドレスをもっている
■登録の電話番号に間違いがなく、常時連絡をとることができる
■他社を含め、信用取引あるいは一定の現物株式取引の投資経験がある
■金融資産が100万円以上ある
■年齢が80歳未満であること（原則）
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準備編：信用取引口座の申込

■ログイン後、設定・変更をクリックし、申込が必要なお取引をクリック
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準備編：信用取引口座の申込

■申込が必要なお取引の中から「信用取引」の「申込」をクリック

「申込」をクリック
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保証金の振替（らくらく担保）

■信用取引をするには信用口座に保証金の振替が必要だが、らくらく担保活用すると

自動で振替することが可能

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/collateral/

信用口座

自動で
振替可能

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/collateral/
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信用取引の基礎

（取引編）

・銘柄選び

・信用口座の開設

・保証金の振替（らくらく担保）
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（再掲）あの銘柄も売買できる？

最低投資金額が100万円以上の銘柄（最低投資金額は6/22終値をもとに算出）

・キーエンス（6861）・・・FA（ファクトリー・オートメーション）用センサーなどの開発・生産

⇒4,457,000円

・任天堂（7974）・・・いわずと知れたゲームメーカー

⇒5,015,000円

・東京エレクトロン（8035）・・・半導体製造装置製造メーカー

⇒2,508,500円

・ニトリホールディングス（9843）・・・「お、ねだん以上。」で有名な家具・インテリア製造小売り
チェーン

⇒1,983,500円

・ファーストリテイリング（9983）・・・「ユニクロ」「GU」などを展開する製造小売業メーカー

⇒6,271,000円

信用取引なら、現金、代用有価証券などで

最低投資金額の1/3の資金を準備すれば投資可能！
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ポイント

①現物取引と信用取引とうまく使い分ける！

②現物取引では、長期保有もしくは期限を定めない場合に利用する！

③信用取引では、基本的に「短期～中期（6か月程度）」で保有する銘柄を選択
すること！

＜ギモン＞

・現物取引と信用取引のコストは？

・銘柄探しはどうすればいいの？

・トレンドはどのようにつかむ？
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現物VS信用 かんたん比較表
■ぱっと見、現物のほうがよさそう（＝コスト安そう？）

現物取引 制度信用取引
一般信用取引

いちにち 短期 無期限

期限 無期限 6か月 １日 14日 無期限

手数料 55円～1,070円 99円～385円 0円 99円～385円

金利 なし 2.80% 

（100万円未満）

1.80%
（100万円以上）

0％

×
買建のみ

2.80% 

貸株料 なし 1.10％

（100万円未満）

1.80%
（100万円以上）

0％

3.90％ 1.10％

逆日歩 なし 銘柄によってあり なし

その他
売りの場合

特別空売りがある場合も

売建（空売り） × 〇 〇 〇 〇

回転売買
△

資金がいくらでも
あれば・・

〇 〇 〇 〇

※手数料は超割コース、すべて税込み
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回転売買とは？

■信用取引では、同じ銘柄だろうが、他の銘柄へ乗り換えようが、

同じ保証金を活用して１日に何度でも回転売買が可能です。

■現物取引では、同一銘柄を何度も売買することはできない。

・信用取引の場合

・現物取引の場合

信用取引なら
同一銘柄での回転売買

可能

現物取引では
同一銘柄での回転売買

不可能
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回転売買できるメリット⇒デイトレード

No 時間 売買 株価 株数 利益

① 9:00 買建 19050 100 ー

② 9:18 売埋 19190 100 ＋14,000

③ 9:44 買建 19070 100 ー

④ 13:11 売埋 19450 100 ＋38,000

6/22
9:00

（出所）楽天証券 ウェブサイトテクニカルチャートより抜粋

①

②

③

④

何度も売買できるので、

「デイトレード」も可能！

例）日経レバETF（1570）
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コスト比較（1日、10日）

1約定の
約定代金

現物取引 制度信用取引
いちにち信用
（1日）

10万円 99円 99円+7円 0円＋4円

50万円 275円 198円+38円 0円＋24円

100万円 535円 385円＋76円 0円＋0円

300万円 1,013円 385円＋230円 0円＋0円

※手数料は超割コース、すべて税込み。
※金利は約定代金×金利（制度2.8％、いちにち1.8％）×保有日数÷365日（小数点以下切り捨て）で計算
※1か月の場合、制度信用、一般信用（無期限）と同条件のため割愛

＜取引日数：1日（当日買って売る）の場合＞
・買建のケース
・売買手数料＋金利で計算

＜注意＞
いちにち信用は持ち越すと3,575円もしくは3,795円がかかる

1約定の
約定代金

現物取引 制度信用取引

10万円 99円 99円+76円

50万円 275円 198円+383円

100万円 535円 385円＋767円

300万円 1,013円 385円＋2,301円

＜取引日数：(10日）の場合＞
・買建のケース
・売買手数料＋金利で計算

■デイトレをするなら、いちにち信用がコスト最安。
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買建している建玉を短期→長期保有に考えを変えたい、、

■デイトレをしようと思ったが株価が下がった、持ち越したい・・

そんなときは「現引」で建玉を現物取引に変換！！売りたいときは「現渡」！！

いちにち信用
で買建

返済
（利益確定）

現引き
（建玉→現物）

株価
上昇

株価
下落

返済
（利益確定）

継続保有

当日 翌日以降

いちにち信用で

売建→現引

ウェブ現引注文・現渡注文

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/margin/demo/receipt_delivery_order1.html

※特別空売り銘柄
でないことを確認

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/margin/demo/receipt_delivery_order1.html
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銘柄選び

①自分が知っている銘柄

＜ポイント＞

・相場全体の悪循環、決算の数字悪いなどで、悪いニュースで短期的に売買増加

・レンジの下限（売建の場合は上限）に達し、トレンド転換を期待

②自分の知らない銘柄

＜ポイント＞

・周りの人が取引している銘柄（人気銘柄）を取引する

・短期的に売買が増加した銘柄を取引する

・直近何か大きなニュースがあった銘柄

⇒ランキングの活用が重要！！
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銘柄選択（楽天証券内ランキング）

■最近の取引上位銘柄を一覧で確認できる

当日何がデイトレ、いちにち信用で
取引されたか？
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楽天証券内ランキング（6/26）

順位 コード 銘柄名

1 9984 ソフトバンクグループ

2 1570 ＮＦ日経レバ

3 4563 アンジェス

4 4497 ロコガイド

5 7974 任天堂

6 1357 ＮＦ日経ダブインバ

7 8035 東京エレクトロン

8 9983 ファーストリテイリング

9 7689 コパ・コーポレーション

10 3788 ＧＭＯクラウド

順位 コード 銘柄名

1 4563 アンジェス

2 9984 ソフトバンクグループ

3 4497 ロコガイド

4 1570 ＮＦ日経レバ

5 6955 ＦＤＫ

6 8783 ＧＦＡ

7 2702 日本マクドナルドＨＬＤＧ

8 4764 ＳＡＭＵＲＡＩ＆ＪＰＡＲＴＮＥ

9 4565 そーせいグループ

10 1447 ＩＴＢＯＯＫホールディングス

・いちにち信用ランキング・信用デイトレランキング

■日々ランキングを見て、上位の銘柄はお気に入りに登録
⇒「知らない銘柄」から「知っている銘柄」に
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経済学の授業みたいですが・・・

■東証株価指数（TOPIX）は先行指数（数か月先を表す指数）

1.最終需要財在庫率指数（逆サイクル）

2.鉱工業用生産財在庫率指数（逆サイクル）

3.新規求人数（除学卒）

4.実質機械受注（製造業）

理由：景気の谷からの先行性が高まるため

5.新設住宅着工床面積

6.消費者態度指数

7.日経商品指数（42種総合)

8.マネーストック(Ｍ２)(前年同月比)

9.東証株価指数

10.投資環境指数（製造業）

11.中小企業売上げ見通しＤＩ

1.生産指数（鉱工業）

2.鉱工業用生産財出荷指数

3.耐久消費財出荷指数

4.所定外労働時間指数（調査産業計）

5.投資財出荷指数（除輸送機械）

6.商業販売額（小売業、前年同月比）

7.商業販売額（卸売業、前年同月比）

8.営業利益（全産業）

9.有効求人倍率（除学卒）

1.第3次産業活動指数（対事業所サービス業）

2.常用雇用指数（調査産業計、前年同月比）

3.実質法人企業設備投資（全産業）

4.家計消費支出（勤労者世帯、名目、前年同月比）

5.法人税収入

6.完全失業率（逆サイクル）

7.きまって支給する給与（製造業、名目）

8.消費者物価指数（生鮮食品を除く総合、前年同月比）

9.最終需要財在庫指数

先行指数

遅行指数

一致指数

（出所）内閣府HPより作成
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日経平均株価の推移

3/19
16,358円
超悲観

楽観的な見方が
広がる

（出所）楽天証券 ウェブサイトテクニカルチャートより抜粋
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世界のコロナ者数の推移（新規感染者数）

■世界の新規感染者数は日々拡大中

⇒相場はすでに織り込み済の一言で解決

3/19
26,900人

6/26
191,700人

（出所）ジョンズ・ホプキンズ大学HPより抜粋
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今後のトレンドで重要なポイント

①コロナウィルスの「第2波」が米国の経済に影響を与えるのか？

⇒景気低迷が長期化により企業業績の下振れ？

③米国大統領選挙の行方は？トランプ再選？バイデン民主党大統領誕生？

④米中対立問題（香港の取り扱い）米中摩擦激化？

⑤地政学リスクの高まり（朝鮮半島）？
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米国は第2波の真っ只中？

■米国の新規感染者数の推移、3月の水準を大きく上回っている。

（出所）ジョンズ・ホプキンズ大学HPより抜粋
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日米株ともに上値は重たい展開

2020年初を100として
指数化

ーS&P500
ーTOPIX

（出所）マーケットス
ピードIIで作成
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トレンドを掴むうえで知ってほしいデータ（信用評価損益率）

■信用取引の評価損益を算出し週次でデータ公表している

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/check/01.html

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/check/01.html
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信用評価損益率と日経平均のチャート（2007年～）

■底値、天井の判断をするのに活用

（出所）東京証券取引所の公表データをもとに楽天証券にて作成



41

信用評価損益率と東証マザーズ指数とのチャート（2007年～）

■個人投資家の比率が高いため、より連動している

（出所）東京証券取引所の公表データをもとに楽天証券にて作成
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トレンドを掴むうえで知っておいたほうがいい指数（信用取引残高）

■制度信用は半年以内に精算をするので、残高が一方的に膨らむと売り（買い）圧力になる
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信用残高の見方

※6/26 みずほFG（8411）の例

●iSPEED→市況情報→ページ最下部 ●MARKETSPEED II →市況情報→ページ最下部

■個別銘柄の画面で見れる
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トレンドを掴むうえで重要なこと

①世の中の流れ≠相場の流れ

⇒株は先の先を読んで動きやすい

②今の相場は上昇相場？下落相場？

⇒相場には「超」楽観的な投資家と「超」悲観的な投資家がいる

③トレンドには逆らってはダメ？

⇒基本的に信用取引をするにはトレンドフォローをこころがけましょう
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再掲）売建の場合の利益・損失の計算方法

売建＝下がったら利益 上がったら損失と覚えましょう！！
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売建の活用方法（コロナショックで出来たこと）

トヨタ自動車（7203）のチャート

デッドクロスで
売建

ゴールデンクロスで
買埋

（出所）楽天証券 ウェブサイトテクニカルチャートより抜粋
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売建の注意しなけばならないこと

■売り建て利益も大きいが損失が無限大（＝株価に上限はない）となり、

活用するには注意が必要！！

①損切り（ロスカット）のルールを明確化する
（▲10%？▲15%）

②コストをしっかり考慮する（逆日歩）

③取引（売建）できる銘柄か確認する
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上がりそうな銘柄を買ったら...

業績が良い会社Aで株価上昇を狙うものの…

業績が良い会社Aの株価も下がる

相場全体が下落したら…

下げ相場

※（出所）4/29 コロナ長期化に備えるサバイバル投資術（弊社、土居雅紹講演資料より抜粋）
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200429.html

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200429.html
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そこで...ペアトレードで相対的な値動きに投資！
読み通りならリスクを抑えることができる

業績が良い会社A

業績が悪い同業の会社B

業績が良い会社A

業績が悪い同業の会社B

上がりやすい

上がりにくい

下がりにくい

下がりやすい

上げ相場 下げ相場

ココ！ ココ！

※（出所）4/29 コロナ長期化に備えるサバイバル投資術（弊社、土居雅紹講演資料より抜粋）
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200429.html

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/online20200429.html
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初心者の方でもできるペアトレード

①同一業種内でペアトレードを実施

買）業績が良い銘柄（相対的に良い） ⇔ 売）業績が良くない銘柄（相対的に良くない）

買）売られすぎの銘柄（上がっていない銘柄） ⇔ 売）買われすぎの銘柄（もしくは売られてない銘柄）

②他業種でペアトレードを実施

買）追い風の業種（相対的に良い） ⇔ 売）向かい風の業種（相対的に良くない）

③好調（短期的に加熱気味）な業種と指数でペアトレード

買）指数（TOPIX) ⇔ 売）好調（短期的に加熱気味）な業種
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日産 VS トヨタ自動車（長期のチャート）

2018年11月初を100とし
て指数化

ー日産自動車（7201）
ートヨタ自（7203）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成2018/11

カルロス・ゴーン氏
逮捕

差
分
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日産 VS トヨタ自動車（直近のチャート）

2020年2月6日を100と
して指数化

ー日産自動車（7201）
ートヨタ自（7203）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成

差
分
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大和証券G VS 野村HD

2019年4月4日を100と
して指数化

ー野村HD（8604）
ー大和証券G（8601）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成

2019/4/4
野村HDリストラ発表
（悪材料出尽くし）

差
分
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コロナ追い風VS向かい風

■巣ごもり消費の増加、旅行減、外出自粛でどうなった？

2020年3月2日を100と
して指数化

ー日本航空（9201）
ー任天堂 （7974）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成

差
分

買われすぎの解消？

or
売られすぎの解消？
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リベンジ消費

■比較的値動きが緩やかだったバンダイナムコ売り＋HIS買いで

2020年3月2日を100と
して指数化

ーHIS（9603）
ーバンダイナムコHD
（7832）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成

売られすぎの解消？
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好調（短期的に加熱気味）な業種の落ち着きに期待

■売る銘柄がなければ指数でもよい

買われすぎの解消？

2020年3月2日を100と
して指数化

ーTOPIX ETF（1306）
ーヤマトHD（9064）

（出所）マーケットス
ピードIIで作成
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売建できる銘柄かを確認

■それぞれのツールでの確認方法を紹介

■一般信用（無期限）で売れる銘柄がおすすめ⇒逆日歩がない

売/〇の銘柄
一般信用（無期限）

がおすすめ

●iSPEED→市況情報 ●MARKETSPEED II →市況情報

逆日歩の有無
制度：あり
無期限：なし
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ペアトレードで注意すべきポイント

• 可能であれば同じ位の金額で。

• 売建は一般信用（無期限）が使えるもの優先

⇒逆日歩が付く可能性のない無期限がおすすめ

制度信用の場合は逆日歩に注意！

• 同業他社の良いペアがない場合はETF（TOPIX、業種ETFなど）

• 撤退する場合は早く！（損切は早めに）
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質疑応答


