【STS プレミアム】銘柄情報サービス

2017 年 4 月の配信結果

利益確定 (28 万 6200 円) ＋ 含益 (48 万 1800 円)＝ 小計① (＋76 万 8000 円)
損切確定 (18 万 6800 円) ＋ 含損 (13 万 7000 円)＝ 小計② (－32 万 3800 円)
合計 ＋44 万 4200 円 （小計①－②）
2017 年 04 月の相場は、前半(4/03～4/14)の 2 週間は 日経平均・ＴＯＰＩＸ 及び
2 部・ＪＱ・マザーズ 各指数のチャートは全てが下げとなり(4/03～4/14)は全く
上がらない状況でしたが 後半(4/17～)は全体相場は回復し結果は良くなりました。
５月は大型連休が入りますが 証券取引所の営業日は２０日間あります。
ＳＴＳプレミアム銘柄情報サービスは、4 月から売買ポイントに近づく銘柄を日々
出して 皆さまに売買チャンスを獲っていただく機会を増やし、更に利益に繋げて
いただければと思います。5 月相場も利益を目指します。よろしくお願いします。

4/02（日）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2479 ジェイテック

4/11 未約定のまま

下振れて候補から削除

3286 トラスト HD

4/27 約定 (420 円)

4/28 含益 (1000 株で ＋2000 円)

3624 アクセルマーク

4/28 現在 (未約定)

75 日線上超え買い目線 (1348 円)

3680 ホットリンク

4/12 未約定のまま

下振れて候補から削除

3691 リアルワールド

4/03 約定 (2139 円)

4/12 損切 (100 株で－34000 円)

4824 メディアシーク

4/04 約定 (415 円)

4/07 損切 (1000 株で －7000 円)

6245 ヒラノテクシード

4/12 未約定のまま

下振れて候補から削除

4/03（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2303 ドーン

4/11 未約定のまま

下振れて候補から削除

4347 ブロードメディア

4/11 未約定のまま

下振れて候補から削除

6719 富士通コンポーネント 4/11 未約定のまま

下振れて候補から削除

4/04（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
4312 サイバネット

4/12 未約定のまま

下振れて候補から削除

4312 レイ

4/28 現在 (未約定)

75 日線上超え買い目線 (292 円)

6836 プラットホーム

4/05 約定 (1846 円)

4/12 損切 (100 株で －4900 円)

6246 テクノスマート

4/25 約定 (738 円)

4/28 含益 (500 株で＋13500 円)

4/05（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2931 ユーグレナ

4/13 未約定のまま

下振れて候補から削除

3101 東洋紡

4/07 約定

(190 円)

4/14 損切 (1000 株で －6000 円)

4005 住友化学

4/10 約定

(609 円)

4/17 損切 (1000 株で－33000 円)

3697 SHIFT

4/11 約定 (1295 円)

4/13 損切 (100 株で－30000 円)

4/06（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3121 マーチャント

4/28 現在 (未約定)

75 日線上超え買い目線 (424 円)

4/07（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
1860 戸田建設

4/11 約定 (660 円)

4/28 含益 (1000 株で＋28000 円)

2777 カッシーナ

4/18 約定 (831 円)

4/28 含益 (500 株で＋15000 円)

2795 プリメックス

4/17 未約定のまま

下振れて候補から削除

3539 JPN ミート

4/10 約定 (1779 円)

4/17 損切 (300 株で －2100 円)

3932 アカツキ

4/17 約定 (4660 円)

4/28 含益 (100 株で＋133000 円)

8890 レーサム

4/18 約定 (978 円)

4/28 含益 (300 株で ＋13200 円)

4/10（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3661 エムアップ

4/17 約定 (806 円)

4/28 (806 円) 損益 0 円

3667 enish

4/17 約定 (578 円)

4/24 利確 (1000 株で ＋20 万円)

4576 DWTI

4/18 約定 (598 円)

4/28 含損

(500 株で－19000 円)

6045 レントラックス

4/18 約定 (946 円)

4/28 含益

(500 株で＋28500 円)

6094 フリークアウト

4/10 約定 (3185 円)

4/28 含益

(100 株で＋16500 円)

8818 京阪神ビルディング

4/19 約定 (625 円)

4/28 含益

(500 株で＋6500 円)

4/11（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3669 モバイルクリエイト

4/28 現在 (未約定) 75 日線上超え買い目線 (392 円)

3672 オルトプラス

4/18 約定 (848 円)

4/28 含損

9353 桜島埠頭

4/13 約定 (299 円)

4/28 含損 (1000 株で－20000 円)

(500 株で－22000 円)

4/12（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
本日の新規銘柄なし

4/13（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3742

IT book

4/14 約定 (507 円) 4/28 含益

4112

保土谷化学工業

4/18 約定 (3360 円)

4/28 含益

(100 株で ＋9500 円)

6899

ASTI

4/18 約定 (561 円) 4/28 含益

(500 株で＋69500 円)

6955

FDK

4/20 約定 (116 円)

4/28 含益

(1000 株で＋14000 円)

(3000 株で ＋3000 円)

7777

3D マトリックス

8923 トーセイ

4/28 現在 (未約定) 4/13 高値上超え買い目線 (841 円)
4/18 約定 (790 円) 4/28 含損

(500 株で－1000 円)

4/14（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
1436 フィット

4/19 未約定のまま上に跳んで候補から削除。

3793 ドリコム

4/17 約定 (1240 円) 4/24 利確

(300 株で＋15000 円)

6172 メタップス

4/17 約定 (3135 円) 4/24 含損

(100 株で－25200 円)

8783 GFA

4/17 約定 (344 円) 4/25 利確 (1000 株で＋36000 円)

4/17（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3267 フィルカンパニー

4/18 約定 (1926 円) 4/28 含益

(200 株で＋34000 円)

4312 サイバネット

4/19 約定 (709 円) 4/28 含益

(500 株で ＋6000 円)

5955 ヤマシナ

4/18 約定

(71 円) 4/28 含益 (5000 株で＋10000 円)

4/18（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2425 ケアサービス

4/19 約定 (1711 円) 4/25 損切

(200 株で－69800 円)

2706 ブロッコリー

4/19 約定 (743 円) 4/28 (743 円)

5162 朝日ラバー

4/19 約定 (1008 円) 4/28 含損

(300 株で

7191 イントラスト

4/20 約定 (857 円) 4/28 含損

(300 株で －6000 円)

8462 フューチャーVC

4/28 現在 (未約定) 4/18 高値 上超え買い目線 (1471 円)

損益 0 円
－900 円)

4/19（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
6840 AKIBA

4/20 約定 (328 円) 4/28 含益

(1000 株で＋12000 円)

7746 岡本硝子

4/21 約定 (153 円) 4/28 含益

(2000 株で ＋4000 円)

8093 極東貿易

4/24 約定 (242 円) 4/28 含益

(1000 株で ＋4000 円)

9046 神戸電鉄

4/26 約定 (384 円) 4/28 含損

(1000 株で －3000 円)

4/20（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2359 コア

4/26 約定 (1349 円) 4/28 含損

(200 株で－17000 円)

3034 クオール

4/28 現在 (未約定) 75 日線 上超え買い目線 (1533 円)

3469 デュアルタップ

4/28 現在 (未約定) 4/18 高値 上超え買い目線 (1869 円)

3965 CAP

4/21 約定 (3295 円) 4/28 利確

(100 株で＋20500 円)

4/21（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
4028 石原産業

4/24 約定 (1043 円) 4/27 利確

(300 株で＋14700 円)

4041 日本曹達

4/26 約定 (609 円) 4/28 含損

(1000 株で －5000 円)

7238 曙ブレーキ

4/24 約定 (320 円) 4/28 含益

(1000 株で＋36000 円)

4/24（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
1976 明星工業

4/25 約定 (627 円) 4/28 含益

(500 株で＋3500 円)

4527 ロート製薬

4/25 約定 (2058 円) 4/28 含益

(100 株で＋2100 円)

6166 中村超硬

4/25 約定 (1424 円) 4/28 含益

(200 株で＋1200 円)

7715 長野計器

4/26 約定 (713 円) 4/28 含損

(500 株で －500 円)

4/25（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
3656

KLab

4/27 約定 (804 円) 4/28 含益

(500 株で＋4500 円)

3529 アツギ

4/26 約定 (132 円) 4/28 含益

(2000 株で＋4000 円)

5704 JMC

4/27 約定 (2148 円) 4/28 含損

(200 株で－2800 円)

6440 JUKI

4/26 約定 (1262 円) 4/28 含益

(200 株で＋3600 円)

4/26（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2497

UNITED

4/27 約定 (2095 円) 4/28 含益

(100 株で ＋4700 円)

3390

INEST

4/28 現在 (未約定)

4/24 高値 上超え買い目線 (75 円)

6373

大同工業

4/27 約定

(284 円)

4/28 含損 (1000 株で －1000 円)

6628

オンキョー

4/27 約定 (126 円)

4/28 含損 (3000 株で －6000 円)

6859

エスペック

4/27 約定 (1355 円)

4/28 含損 (300 株で －1800 円)

7022

サノヤス HD

4/28 現在 (未約定)

75 日線 上超え買い目線 (288 円)

7212

エフテック

4/27 約定 (1353 円)

4/28 含損 (300 株で －3900 円)

9418

U-NEXT

4/27 約定 (947 円)

4/28 含損 (300 株で －900 円)

4/27（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
2159 フルスピード

4/28 現在 (未約定)

4/27 高値 上超え買い目線 (1076 円)

3928 マイネット

4/28 現在 (未約定)

4/27 高値 上超え買い目線 (3405 円)

4218 旭有機材

4/28 現在 (未約定)

75 日線

7208 カネミツ

4/28 現在 (未約定)

4/27 高値 上超え買い目線 (1146 円)

9107 川崎汽船

4/28 約定 (294 円)

4/28 含損 (1000 株で －1000 円)

上超え買い目線

(236 円)
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