【STS プレミアム】
「本日のチェック銘柄」2017 年 6 月の配信結果
－全 104 銘柄を配信－
利益確定 (42 万 4100 円)＋含益 (23 万 6500 円)＝小計① (＋66 万 0600 円)
損切確定 (21 万 6100 円)＋含損 (32 万 5000 円)＝小計② (－54 万 1100 円)
合計＋11 万 9500 円 (小計①－②)
－2017 年 06 月 30 日時点－
＜日経平均株価チャートで見る 6 月相場の動き＞
6/01～6/02【5/16 高値からの上値ラインを転換し上昇 】(2 日間)
6/05～6/15【移動平均線から上放れ 25 日線へ押し入り】(9 日間)
6/16～6/20【6/05 高値からの上値ラインを転換し上昇 】(3 日間)
6/21～6/29【上放れた位置で上げ下げの持ち合い】(7 日間)
6/30
【25 日線へ大きく押し入り 】(1 日間)

買いに適した期間

買いに適した期間

※6/21～6/29 間の上下する持ち合いの後、6/30 の大きな押しで 6/30 時点で含損を出す銘柄が
増え売買成績を悪くしました。6/30 含損の銘柄もその後に上げた銘柄は多くありました。
※ 押しとは上昇トレンドの中にある下げのことを言います。

＜6 月に大きく利益を出せた配信銘柄＞
【2160 ジ－エヌアイ】買い(6/14) 435 円➡売り(6/23) 586 円 利幅＋151 円
1000 株購入 8 日間で (＋15 万 1000 円)の利益確定
【6166 中村超硬】

買い(6/08) 2071 円➡売り(6/30) 2878 円 利幅＋807 円
100 株購入 17 日間で (＋8 万 0700 円)の含益

【3680 ホットリンク】買い(6/12) 518 円➡売り(6/22) 666 円 利幅＋148 円
600 株購入 9 日間で (＋8 万 8800 円)の利益確定

5/31（水）夜間配信
[4334 ユークス]

6/01 買い ( 910 円)

6/30 終値

(779 円)

含損 300 株 (－39300 円)

[3690 ロックオン]

6/01 買い(2180 円)

6/15 売り(1988 円)

損切 100 株 (－23600 円)

[3689 イグニス]

6/02 買い(4845 円)

6/16 売り(4010 円)

損切 100 株 (－83500 円)

[2428 ウェルネット]

6/01 買い(1506 円)

6/08 売り(1510 円)

利確 200 株

(＋800 円)

[3395 サンマルク]

6/01 買い(3420 円)

6/08 売り(3335 円)

損切 100 株

(－8500 円)

6/01（木）夜間配信
[3624 アクセル M]

6/02 買い(1395 円) 6/13 売り(1393 円) 損切 200 株

(－400 円)

[3773 AMI]

6/07 買い (857 円) 6/30 終値 (862 円) 含益 300 株 (＋1500 円)

[4845 スカラ]

6/02 買い (850 円) 6/30 終値 (840 円) 含損 300 株 (－3000 円)

[6656 インスペッ]

6/07 未約定のまま難しくなり本日で監視銘柄から削除

[9412 スカパーJ]

6/07 未約定のまま難しいなり本日で監視銘柄から削除

6/02（金）夜間配信
[5391 A&AM]

6/07 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[5406 神戸製鋼所]

6/12 買い(1086 円) 6/30 終値(1154 円) 含益 300 株 (＋20400 円)

[5726 大阪チタニ]

6/23 買い(1730 円) 6/30 売り(1802 円) 利確 200 株 (＋14400 円)

[5940 不二サッシ]

6/13 買い (101 円) 6/30 終値 (100 円) 含損 3000 株 (－3000 円)

[8609 岡三証券 G]

6/21 買い (715 円) 6/30 終値 (721 円) 含益 1000 株 (＋6000 円)

[9110 ユナイテッ]

6/07 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

6/05（月）夜間配信
[2178 トライステージ] 6/06 買い (681 円) 6/30 終値 (685 円) 含益 500 株 (＋2000 円)
[3967 エルテス]

6/16 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[4237 フジプレアム] 6/06 買い (315 円) 6/30 終値 (301 円) 含損 1000 株(－14000 円)
[6721 ウインテスト] 6/07 買い (175 円) 6/30 終値 (172 円) 含損 2000 株 (－6000 円)
[7011 三菱重工業]

6/08 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[7148 FPG]

6/08 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[8462 FVC]

6/06 買い(1464 円) 6/30 終値(1518 円) 含益 200 株 (＋10800 円)

[9990 サックスバー] 6/08 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

6/06（火）夜間配信
[3782 DDS]

6/15 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[3924 ランド C]

6/07 未約定で上に跳び本日で監視銘柄から削除

[6090 HMT]

6/08 買い(2188 円) 6/19 売り(2226 円) 利確 100 株 (＋3800 円)

[6187 LITALICO]

6/09 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[6718 アイホン]

6/07 買い(1863 円) 6/30 終値(1972 円) 含益 100 株 (＋10900 円)

[9836 リ－バイス]

6/16 未約定で売買少なく本日で監視銘柄から削除

6/07（水）夜間配信
[2160 ジ－エヌアイ] 6/14 買い (435 円) 6/23 売り (586 円) 利確 1000 株(＋151000 円)

[3101 東洋紡]

6/08 買い (198 円) 6/30 売り (206 円) 利確 1000 株 (＋8000 円)

[4582 シンバイオ]

6/09 買い (229 円) 6/13 売り (242 円) 利確 1000 株 (＋13000 円)

[6166 中村超硬]

6/08 買い(2071 円) 6/30 終値(2878 円) 含益 100 株 (＋80700 円)

[6723 ルネサス]

6/09 買い(1059 円) 6/30 終値( 979 円) 含損

300 株 (－24000 円)

6/08（木）夜間配信
[3562 No.1]

6/27 未約定で売買少なく本日で監視銘柄から削除

[4548 生化学]

6/13 買い(1811 円) 6/28 売り(1861 円) 利確 200 株 (＋10000 円)

[6627 テラプロ]

6/09 買い(1441 円) 6/14 売り(1229 円) 損切 200 株 (－42400 円)

[6183 ベル 24]

6/14 買い(1113 円) 6/29 売り(1126 円) 利確 300 株 (＋3900 円)

[7191 イントラスト] 6/09 買い(889 円)
[9633 テアトル]

6/30 終値(880 円) 含損 400 株 (－3600 円)

6/30 未約定のまま月末で監視終了

6/09（金）夜間配信
[1383 ベルグア－ス] 6/28 未約定で売買少なく下振れ監視銘柄から削除
[3680 ホットリンク] 6/12 買い (518 円) 6/22 売り (666 円) 利確 600 株 (＋88800 円)
[3742 ITBOOK]

6/13 買い (601 円) 6/30 終値 (623 円) 含益 500 株 (＋11000 円)

[4813 ACCESS]

6/19 買い (852 円) 6/30 終値 (872 円) 含益 400 株 (＋8000 円)

[8732 マネパ G]

6/12 買い (525 円) 6/30 終値 (506 円) 含損 600 株 (－11400 円)

6/12（月）夜間配信
[2788 アップル]

6/13 買い (372 円) 6/30 終値 (357 円) 含損 800 株(－12000 円)

[3807 フィスコ]

6/22 買い (364 円) 6/30 終値 (340 円) 含損 800 株(－19200 円)

[4208 宇部興産]

6/14 買い (283 円) 6/30 終値 (289 円) 含益 1000 株 (＋6000 円)

[6192 HyAS&Co]

6/14 買い (571 円) 6/19 売り (678 円) 利確 500 株(＋53500 円)

[7172 JIA]

6/21 買い(4075 円) 6/28 売り(4330 円) 利確

100 株(＋25500 円)

6/13（火）夜間配信
[3606 レナウン]

6/16 買い (147 円) 6/30 終値 (146 円) 含損 2000 株 (－2000 円)

[3661 エムアップ]

6/14 買い(2439 円) 6/30 終値(1928 円) 含損 100 株(－51100 円)

[3744 サイオス]

6/14 買い (893 円) 6/30 終値 (870 円) 含損 300 株 (－6900 円)

[7162 アストＭ]

6/14 買い (461 円) 6/30 終値 (453 円) 含損 700 株 (－5600 円)

[7777 ３Ｄマトリ]

6/14 買い (743 円) 6/30 終値 (768 円) 含益 400 株(＋10000 円)

6/14（水）夜間配信
[2749 JPHD]

6/19 買い (297 円) 6/30 終値 (301 円) 含益 1000 株(＋4000 円)

[7291 日本プラスト]

6/15 買い(1275 円) 6/19 売り(1305 円) 利確

200 株(＋6000 円)

[7896 セブン工業]

6/22 買い (184 円) 6/30 終値 (194 円) 含益 1600 株(＋16000 円)

[8011 三陽商会]

6/15 買い(1741 円) 6/30 終値(1786 円) 含益

200 株(＋9000 円)

6/15（木）夜間配信
[2428 ウェルネット]

6/21 買い(1490 円) 6/28 売り(1429 円) 損切 200 株 (－12200 円)

[3258 ユニゾ HD]

6/16 買い(2910 円) 6/30 終値(3115 円) 含益 100 株 (＋20500 円)

[4571 ナノキャリア]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[5458 高砂鐵工]

6/16 買い

[8925 アルデプロ]

6/20 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

(89 円) 6/21 売り

(84 円) 損切 3000 株(－15000 円)

6/16（金）夜間配信
[6178 日本郵政]

6/20 買い(1394 円) 6/30 終値(1394 円) 損益 200 株

(＋－0 円)

[6274 新川]

6/19 買い (775 円) 6/30 終値 (713 円) 含損 400 株(－24800 円)

[6425 ユニバ－サル]

6/23 買い(3475 円) 6/29 売り(3250 円) 損切 100 株(－22500 円)

[8923 ト－セイ]

6/19 買い (814 円) 6/30 終値 (798 円) 含損 300 株 (－4800 円)

6/19（月）夜間配信
[2148 ＩＴＭ]

6/20 買い (686 円) 6/30 終値 (668 円) 含損 400 株 (－7200 円)

[3655 ブレインＰ]

6/20 未約定のまま下振れ本日で監視銘柄から削除

[3678 メディアドゥ]

6/20 買い(2584 円) 6/29 売り(2648 円) 利確 100 株 (＋6400 円)

[6638 Ｍｉｍａｋｉ]

6/20 買い (694 円) 6/30 終値 (779 円) 利確 400 株(＋34000 円)

[8589 アプラスＦ]

6/20 買い (112 円) 6/30 終値 (111 円) 含損 2500 株(－2500 円)

[9423 フォ－バル]

6/20 買い (117 円) 6/30 終値 (111 円) 含損 2500 株(－15000 円)

6/20（火）夜間配信
[6727 ワコム]

6/27 買い(363 円) 6/30 終値(360 円) 含損 800 株(－2400 円)

[6753 シャ－プ]

6/21 買い(423 円) 6/30 終値(417 円) 含損 1000 株(－6000 円)

[7157 ライフネット]

6/27 未約定で売買少なく本日で監視銘柄から削除

[8698 マネックス G]

6/23 買い(290 円) 6/30 売り(295 円) 利確 1000 株(＋5000 円)

6/21（水）夜間配信
[3645 メディカネット] 6/26 買い (719 円) 6/30 終値 (713 円)含損 400 株 (－2400 円)
[3698 CRI-MW]

6/29 買い(2742 円) 6/30 終値(2628 円)含損 100 株(－11400 円)

[6016 JPN エンジン]

6/22 買い (143 円) 6/30 終値 (137 円)含損 2000 株(－12000 円)

6/22（木）夜間配信
[3673 ブロドリ－フ]

6/23 買い (713 円) 6/28 売り (693 円) 損切 400 株(－8000 円)

[6199 セラク]

6/23 買い(1028 円) 6/30 終値(1005 円) 含損 300 株(－6900 円)

[6633 C&G システム]

6/23 買い (421 円) 6/30 終値

(424 円) 含益 700 株(＋2100 円)

6/23（金）夜間配信
[3086 J フロント]

6/27 買い(1655 円) 6/30 終値(1724 円) 含益 200 株(＋13800 円)

[3333 あさひ]

6/27 未約定で下振れ本日で監視銘柄から削除

[6097 日本ビュ－]

6/26 買い(1383 円) 6/30 終値(1383 円) 損益 200 株

(＋－0 円)

[2303 ド－ン]

6/28 買い(1634 円) 6/30 終値(1638 円) 含益 200 株

(＋800 円)

[3624 アクセル M]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[3694 オプティム]

6/27 買い(3255 円) 6/30 終値(3075 円) 含損 100 株(－18000 円)

6/26（月）夜間配信

[6045 レントラックス] 6/30 未約定のまま月末で監視終了
[7593 VTHD]

6/27 買い(552 円) 6/30 終値(554 円) 含益 600 株(＋1200 円)

6/27（火）夜間配信
[3121 マ－チャント]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[3918 PCIHD]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[6079 エナリス]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[9831 ヤマダ電機]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

6/28（水）夜間配信
[6666 リバ－エレ]

6/29 買い(584 円) 6/30 終値(563 円) 含損 500 株(－10500 円)

[8031 三井物産]

6/29 未約定のまま上に跳び本日で監視銘柄から削除

[8508 J トラスト]

6/29 買い(879 円) 6/30 終値(885 円) 含益 300 株(＋1800 円)

[8585 オリコ]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[8835 太平発]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

6/29（木）夜間配信
[3774 IIJ]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

[4553 東和薬品]

6/30 未約定のまま月末で監視終了

