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マネックス証券からのお取引に関する重要事項 
日本株取引ツール「トレードステーション」における国内上場有価証券取引 
に関する重要事項 
＜リスク＞ 
国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動
や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株

式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じる
ことがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。 
＜保証金の額または計算方法＞ 
信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。 
＜手数料等（税抜）＞ 
国内株式等のインターネット売買手数料は、一日の約定金額1,000万円ごとに最大5,000円かかります。単元未満株のインターネット売
買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬
その他手数料がかかることがあります。 
なお、当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 
＜その他＞ 
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「リスク・手数料などの重要事項に関する
説明」https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html および「日本株取引サービス『トレードステーション』に係るご注意事項」
https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf を必ずお読みください。 
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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。 

マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保
証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘する
ものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 

提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセ
ミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。 

銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナー
および関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質
問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。 

 

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 

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、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

マネックス証券のセミナーに関するご留意事項 
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●自己紹介 
1973年 石川県小松市に生まれる 
1986年 中学1年生の時、外国為替市場に強い興味を持つ 
    社会の先生に怒られてトラウマとなる。 

1994年 外国為替・国際金融を専攻 

1992年 一橋大学商学部 入学 

1996年 同学卒業 
     卒業論文「外国為替相場決定モデルの実物経済への有効性の実証研究」 
同年  野村證券株式会社入社 豊橋支店営業課に配属 
    豊橋支店40年の歴史で開拓できていない地元有力実業家を開拓 

1998年 同社 金融研究所 投資技術研究部に異動 クオンツアナリストに。 
    投資情報部 野村アセットマネジメントの運用部向けリスクモデル開発、 
    銘柄選択モデル開発、各種シミュレーションなどを担当 

2000年 同社 機関投資家営業部に異動 中小型株担当セールス 
    国内の外資系投資顧問会社の中小型株ファンドマネージャーを担当 
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2008年 金融市場のクラッシュの予感と、個人投資家の時代の到来を予感して辞表 
    辞表受け入れ当日夜にリーマンブラザーズ破綻。判断の正しさを実感。 
同年  退職後、個人投資家に。日本株、先物に加えてFX取引にて自身の投資法が正しいことを証明 
2009年 エハン・デラヴィ氏監督の映画「アースピルグリム」の制作に携わる 
    エグゼクティブプロデューサー 
2010年 投資教育事業をスタート。同時に石川県に移住し、まちづくり事業スタート 

2012年 6つのまちづくり事業の成功によりフジテレビ「新報道2001年」で特集。 
    みずほ総合研究所から「日本で最先端のまちづくり」と評される 

2015年 アーニングアカデミー設立。実践型トレーニングを日本初で導入。 

現在  のべ1200名の受講生を指導。多くの専業、兼業トレーダーを輩出 
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2001年 メリルリンチ日本証券に移籍 日本株式営業部 ヴァイスプレジデント 
    中小型株チームヘッド メリルリンチの日本株中小型株の全責任を追う 

2002年 同社 本店営業部に移籍。プライベートバンキング業務。 
    上場会社オーナーだけを顧客化。株価対策、投資家対策をサポート 
2003年 ファンネックス・アセット・マネジメントに移籍 ファンドマネージャー 
    伝説のファンドマネージャーN氏の運用ノウハウを学ぶ 
    6名のファンドマネージャーによるチーム運用。担当資産2000億円。 
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著書紹介 

世界の多数派についていく 
「事実」を見てから動くFXトレード 
         (パンローリング) 

対TOPIX業種指数チャートの動きに乗る 
個人投資家のための「市況株」短期トレード 
            (パンローリング) 
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最速で目標資産額を達成する投資ロードマップ 

画像：講師作成 
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勝ちやすい株式投資を知ろう 

①機関投資家と勝負しない 

②機関投資家の苦手な分野を攻める 

③機関投資家が使わない技術を使う 
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勝ちやすい株式投資を知ろう② 

①ファンダメンタルズが通用しない市況株 

②市況動向は短期的に変化 

③短期トレードにはテクニカル分析 
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市況株(業種と外部市況) 
・銀行 

・素材株 

・資源株 

・金融株 
・証券 

・保険 

・その他金融 

・パルプ紙 
・ガラス土石 
・石油製品 
・鉄鋼 

・非鉄金属 
・金属製品 

・繊維製品 

・鉱業 

・卸売(総合商社) 

金利 

株式市場 

原油価格 

輸入パルプ価格、古紙価格 

原油価格 

鉄鉱石、石炭、鉄スクラップ、ニッケル 

金、銅、アルミニウム、ニッケル 

鋼材価格、アルミニウム 

原油価格、金 

原油価格、鉄鉱石、石炭、銅 
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機関投資家の特性を知ろう① 

 機関投資家は、大きい投資家ほど、チーム性を導入している。 

 
 トップにファンドマネージャーがいて、ポートフォリオ全体のバランスを整え、パフォーマンスを 
最大化する義務がある。 
 各業種は、アナリストが担当し、業種ごとに深く分析を重ね、銘柄選択を担当する。 

 

ファンドマネージャー 

アナリスト アナリスト アナリスト アナリスト アナリスト アナリスト 
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機関投資家の特性を知ろう② 

・機関投資家の多くはアクティブファンドである 

・アクティブファンドはベンチマークに買ったかどうかで 
 評価される 

・勝負するということは、ベンチマークと違うようにすること。 
 勝負しないということは、ベンチマーク通り保有すること。 

・得意なところで勝負して、不得意なところは勝負しない。 
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日本株ファンドのベンチマークを知る 

 日本株の主要ファンドのベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)であることが多い。 
 ここでは、日本株ファンドの代表的なベンチマークであるTOPIXについて学びましょう。 

 
  

TOPIX = 現在の東証1部時価総額
基準日の東証1部時価総額☓100 

上記のように、TOPIXは市場全体の時価総額の増減によって変動するものである。 

 
TOPIXに影響を及ぼすのは時価総額の大きな銘柄であることが分かる。 
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参考：TOPIXの業種ウェイト 

2019年6月28日時点のデータを元に講師作成 
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対TOPIX業種指数チャートが有効なわけ 

・機関投資家は対ベンチマークで評価される 

・市場全体(TOPIX）より強いか弱いかが重要 

・純粋に上向きか、下向きかで議論できる 

・重要なのは市場との相対感、相対評価の文化 
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Trade Stationで対TOPIX業種指数チャートを表示(リアルタイム) 
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単純な投資戦略 

・TOPIXが上向きなら買い狙い、下向きなら売り狙い 

・買いなら、対TOPIX業種指数チャートが上向き 

・売りなら、対TOPIX業種指数チャートが下向き 

・銘柄選択は、時価総額の大きい順に検討する 

・鉄鋼、非鉄金属、金属製品、卸売は、 
                関連市況別に考える 
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参考：市況株短期トレード対象銘柄 
セクター コード 銘柄名 セクター コード 銘柄名

1 1605 国際石油開発帝石 26 金属製品 5938 LIXILグループ

2 1662 石油資源開発 27 5947 リ ンナイ

3 3861 王子ホールディ ングス 28 5901 東洋製罐グループホールディ ングス

4 3863 日本製紙 29 3436 SUM CO

5 3941 レンゴー 30 5929 三和ホールディ ングス

6 3401 帝人 31 8058 三菱商事

7 3402 東レ 32 8031 三井物産

8 5201 AGC 33 8002 丸紅

9 5333 日本碍子 34 8053 住友商事

10 5332 TOTO 35 8306 三菱UFJフィ ナンシャル・ グループ

11 5233 太平洋セメ ント 36 8316 三井住友フィ ナンシャルグループ

12 5020 JXTGホールディ ングス 37 8411 みずほフィ ナンシャルグループ

13 5019 出光興産 38 8309 三井住友ト ラスト ホールディ ングス

14 5021 コスモエネルギー 39 8308 り そなホールディ ングス

15 5401 日本製鉄 40 8604 野村ホールディ ングス

16 5411 ジェ イエフイーホールディ ングス 41 8601 大和証券グループ本社

17 5406 神戸製鋼所 42 8766 東京海上ホールディ ングス

18 5423 東京製鐵 43 8725 M S&ADインシュアランスグループホールディ ングス

19 5449 大阪製鐵 44 8750 第一生命ホールディ ングス

20 5541 大平洋金属 45 8630 SOM POホールディ ングス

21 5711 三菱マテリ アル 46 8795 T＆Dホールディ ングス

22 5714 DOWAホールディ ングス 47 8591 オリ ッ クス

23 5713 住友金属鉱山 48 8572 アコム

24 5706 三井金属鉱業 49 8593 三菱UFJリ ース

25 5703 日本軽金属ホールディ ングス 50 8570 イオンフィ ナンシャルサービス

鉱業

パルプ紙

石油製品

鉄鋼

卸売

銀行

保険

非鉄金属
その他金融

証券

繊維製品

ガラス土石

画像：講師作成 
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株式の魅力は組み合わせ 

・TOPIXの方向性がないときどうするのか？ 

・マーケットの方向性に関係なく、収益機会を狙える 

・ロングショート戦略の有効性 

・ヘッジファンドのように利益を狙える 

・3つの要素の確かなところから利益を作る 
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株の利益の3要因とは 

・マーケット要因 

・セクター要因 

・個別銘柄要因 
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今のマーケットで考えてみよう 
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■ 著作権について 
本テキストに記載の情報、および、弊社製品の著作権はアーニングアカデミー株式会社に帰
属します。 
私的かつ非商業目的で使用する場合、その他著作権法により認められる場合を除き、事前
に株式会社倭美の書面による許可を受けずに、複製、公衆送信、改変、切除、お客様のウェ
ブサイトへの転載等の行為は著作権法により禁止されています。 
 
著作権表示 
Copyright(c) 2018 Earnig Academy Co.,ltd.  All rights reserved. 
 
免責事項 
弊社は、本テキストへの情報掲載にあたって細心の注意を払っておりますが、その内容に誤
りや欠陥があった場合にも、いかなる保証もするものではありません。本テキストをご利用い
ただいたことにより生じた損害につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。 
また、本テキスト上の情報は、予告なく変更または削除する場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。 
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