【STS プレミアム】銘柄情報サービス

2017 年 5 月の配信結果

－全 93 銘柄を配信－
利益確定(57 万 7700 円)＋含み益(27 万 0700 円)＝小計①(＋84 万 8400 円)
損切確定(13 万 8000 円)＋含み損(14 万 3400 円)＝小計②(－28 万 1400 円)
合計＋56 万 7000 円 (小計①－②)
－2017 年 05 月 31 日時点－
＜日経平均株価チャートで見る５月相場の動き＞
5 月 01 日～5 月 11 日【移動平均 5 日線への押しからの上昇】(6 日間) 買いに適した期間
5 月 12 日～5 月 17 日【２万円を超えれず 後の持合い】

(4 日間)

5 月 18 日～5 月 18 日【大きく押しが入る】

(1 日間)

5 月 19 日～5 月 25 日【下げ幅を縮め 戻りが入る】

(5 日間) 買いに適した期間

5 月 26 日～5 月 31 日【移動平均 25 日線へ再びの押し】

(4 日間)

(※ 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)

＜５月に大きく利益を出せた配信銘柄＞
5/10 配信【 3825 リミックスポイント 】
5/12 買い ( 278 円 × 1100 株 )＝ 30 万 5800 円
5/31 売り ( 725 円 × 1100 株 )＝ 79 万 7500 円
差引 ＋49 万 1700 円の利益 (期間 14 営業日)

【3825 リミックスポイント】株価チャート(日足)

4/30（日）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3513 イチカワ】5/02 買い (302 円) 5/31 終値 (309 円) 1000 株 含み益
【4246 ＤＮＣ】 5/09 買い(1436 円)

5/31 終値(1476 円)

【4310 ＤＩ】

5/12 売り(2071 円) 150 株 利益確定

(＋7000 円)

5/02 買い(2067 円)

300 株 含み益 (＋12000 円)
(＋600 円)

5/01（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【4061 デンカ】 5/08 買い (580 円)

5/10 売り (561 円)

300 株 損切り

(－5700 円)

【2159 フルスピ】5/02 買い(1076 円)

5/31 終値(1199 円)

300 株 含み益 (＋36900 円)

【8893 新日本建】5/08 買い (201 円) 5/18 売り (206 円) 1500 株 利益確定 (＋7500 円)

5/02（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【6445 蛇の目ミ】5/10 削除 (未約定のまま上での推移継続で監視銘柄から削除)
【5218 オハラ】 5/23 買い(1120 円)

5/31 終値(1107 円)

300 株 含み損

(－3900 円)

5/08（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【6046 リンクバ】5/19 削除 (未約定のまま下振れて監視銘柄から削除)
【1435 インベス】5/09 買い(4405 円)

5/31 終値(4310 円)

100 株 含み損

(－9500 円)

【8835 太平洋興】5/11 買い (103 円) 5/31 終値 (99 円) 3000 株 含み損 (－12000 円)

5/09（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3121 マーチャ】5/23 買い (438 円) 5/30 売り (443 円) 700 株 利益確定(＋3500 円)
【3672 オルトプ】5/11 買い (920 円) 5/22 売り (1114 円) 300 株 利益確定(＋58200 円)
【6072 地盤ネッ】5/10 買い (393 円)

5/18 売り (372 円)

800 株 損切り (－16800 円)

【4092 日本化学】5/10 買い (239 円) 5/12 売り (222 円) 1000 株 損切り

(－17000 円)

【6625 ＪＡＬＣ】5/10 買い (116 円) 5/31 終値 (115 円) 2600 株 含み損

(－2600 円)

【9115 明治海運】5/10 買い (447 円)

5/17 売り (417 円)

700 株 損切り (－21000 円)

5/10（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3237 イントラ】5/31 未約定のまま 5 月終了
【3390 ＩＮＥＳ】5/17 買い (71 円) 5/19 売り

(65 円) 4300 株 損切り (－25800 円)

【3825 ＲＥＭＩ】5/12 買い (278 円) 5/31 売り

(725 円) 1100 株 利確定(＋491700 円)

【5017 富士石油】5/18 削除 (未約定のまま下振れて監視銘柄から削除)
【6897 ツインバ】5/12 買い (602 円) 5/31 終値 (618 円) 500 株 含み益 (＋8000 円)
【7916 光村印刷】5/12 買い (268 円) 5/31 終値 (252 円) 1000 株 含み損 (－16000 円)
【8029 ルック】 5/12 削除 (未約定のまま上に跳んで監視銘柄から削除)
【9377 エージー】5/11 約定 (808 円) 5/31 終値 (793 円)

400 株 含み損

(－6000 円)

5/11（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2151 タケエイ】5/16 買い(1044 円) 5/18 売り (1081 円) 300 株利益確定(＋11100 円)
【2926 篠崎屋】 5/24 買い( 110 円) 5/31 終値 (108 円) 2800 株 含み損 (－5600 円)
【2929 ファーマ】5/26 未約定のまま 5 月終了
【3968 セグエ】 5/15 削除 (未約定のまま上に跳んで監視銘柄から削除)
【3924 ランドコ】5/15 買い(1363 円) 5/31 終値 (1299 円) 200 株 含み損 (－12800 円)
【6323 ローツェ】5/12 買い(2575 円) 5/31 終値 (2703 円) 100 株 含み益 (＋12800 円)

5/12（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【4517 ビオフェ】5/18 削除 (売買が少ない状況が続いているので監視銘柄から削除)
【6364 北越工業】5/16 買い (977 円) 5/26 売り (931 円) 300 株 損切り (－13800 円)
【9768 ナック】 5/15 買い (982 円) 5/31 安値 (991 円) 300 株 含み益 (＋2700 円)

5/14（日）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2138 クルーズ】 5/19 削除 (未約定のまま下振れたので監視銘柄から削除)
【3905 データ SEC】5/23 買い (849 円) 5/31 終値 (818 円) 300 株 含み損

(－9300 円)

5/15（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【5955 ヤマシナ】 5/22 買い (73 円) 5/31 終値

(74 円) 4200 株 含み益 (＋4200 円)

【2352 エイジア】 5/31 買い(1097 円) 5/31 終値(1114 円)

300 株 含み益 (＋5100 円)

【9423 フォーバル】5/24 買い (111 円) 5/31 終値 (116 円) 2700 株 含み益(＋13500 円)
【8935 FJ ネクス】 5/17 買い (893 円) 5/19 売り(840 円) 300 株 損切り(－15900 円)

5/16（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【1971 中央ビルド】5/22 買い(131 円) 5/31 終値(131 円)

2300 株

(＋－0 円)

【1921 巴コーポ】 5/31 未約定のまま 5 月終了

5/17（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3639 ボルテージ】5/18 買い(1377 円) 5/31 終値(1415 円) 200 株 含み益 (＋7600 円)
【3858 ユビキタス】5/18 買い (901 円) 5/26 売り (918 円) 300 株 利益確定(＋5100 円)
【4736 日本ラッド】5/30 未約定のまま下振れたので監視銘柄から削除
【9761 東海リース】5/31 未約定のまま 5 月終了
【2196 エスクリ】 5/24 買い (764 円) 5/30 売り (709 円) 400 株 損切り(－22000 円)
【6048 デザイン】 5/25 買い(1484 円) 5/31 終値(1567 円) 200 株 含み益(＋16600 円)

5/18（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【7191 イントラス】5/22 買い (861 円) 5/31 終値 (863 円) 300 株 含み益
【3760 ケイブ】

5/19 買い(1431 円) 5/31 終値(1443 円) 200 株 含み益

(＋600 円)
(＋2400 円)

【9064 ヤマトＨＤ】5/31 未約定のまま 5 月終了

5/19（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3624 アクセルマ】5/22 買い(1367 円) 5/31 終値(1297 円) 200 株 含み損 (－14000 円)
【4364 マナック】 5/25 買い (445 円) 5/31 終値 (495 円) 600 株 含み益 (＋30000 円)
【4202 ダイセル】 5/22 買い(1330 円) 5/31 終値(1311 円) 200 株 含み損 (－3800 円)
【4208 宇部興産】 5/22 買い (266 円) 5/31 終値 (263 円)1000 株 含み損 (－3000 円)

5/22（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【3469 ディアル】 5/30 買い(2060 円) 5/31 終値(1969 円) 100 株 含み損 (－9100 円)
【6199 セラク 】

5/25 買い(1101 円) 5/31 終値(1100 円) 200 株 含み損

(－200 円)

【6627 テラブロ】 5/23 買い(1285 円) 5/31 終値(1284 円) 200 株 含み損

(－200 円)

【2538 JFLA】

5/31 未約定のまま 5 月終了

【3109 シキボウ】 5/24 買い (147 円) 5/31 終値(136 円) 2100 株 含み損 (－23100 円)

5/23（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2599 ジャパン】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【3035 KTK】

5/31 未約定のまま 5 月終了

【5959 岡部】

5/25 削除 (未約定のまま上振れ監視銘柄から削除)

【6172 メタップ】 5/24 買い(3130 円) 5/31 終値(3170 円) 100 株 含み益 (＋4000 円)
【6337 テセック】 5/25 買い (901 円) 5/31 終値 (899 円) 300 株 含み損

(－600 円)

【8515 アイフル】 5/31 未約定のまま 5 月終了

5/24（水）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【4224 ロンシール】5/31 未約定のまま 5 月終了
【4310 ドリームイ】5/31 未約定のまま 5 月終了
【6494 NFK-HD】

5/31 未約定のまま 5 月終了

5/25（木）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2176 イナリサー】5/31 未約定のまま 5 月終了
【3687 フィックス】5/31 未約定のまま 5 月終了
【3691 リアルワー】5/26 買い(2154 円) 5/31 終値(2206 円) 100 株 含み益 (＋5200 円)
【3778 さくらイン】5/26 買い (959 円) 5/31 終値 (977 円) 300 株 含み益 (＋5400 円)

【4657 環境管理】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【6090 HMT】

5/31 買い(2166 円) 5/31 終値(2168 円) 100 株 含み益

(＋200 円)

【6256 ニューフレ】5/26 買い(6920 円) 5/31 終値(7280 円) 100 株 含み益 (＋36000 円)
【7185 ヒロセ通商】5/31 未約定のまま 5 月終了
【4547 キッセイ薬】5/31 未約定のまま 5 月終了
【4548 生化学工業】5/31 未約定のまま 5 月終了
【2371 カカクコム】5/31 未約定のまま 5 月終了

5/26（金）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2174 GCA】

5/31 未約定のまま 5 月終了

【3689 イグニス】 5/31 買い(4550 円) 5/31 終値(4780 円) 100 株 含み益 (＋23000 円)
【3782 DDS】

5/30 買い (940 円) 5/31 終値 (915 円) 300 株 含み損 (－7500 円)

【6539 MS-Japan】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【6633 C&G シス】 5/31 未約定のまま 5 月終了

5/29（月）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2379 ディップ】 5/30 買い(2443 円) 5/31 終値(2506 円) 100 株 含み益 (＋6300 円)
【3182 オイシッ】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【3673 ブロード】 5/31 買い (714 円) 5/31 終値 (717 円) 400 株 含み益 (＋1200 円)

5/30（火）に出した「本日のチェック銘柄」新規銘柄
【2468 フュート】 5/31 買い(1110 円) 5/31 終値(1096 円) 300 株 含み損 (－4200 円)
【2743 ピクセル】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【6918 アバール】 5/31 未約定のまま 5 月終了
【7148 FPG】

5/31 未約定のまま 5 月終了

【7162 アストマ】 5/31 買い (499 円) 5/31 終値 (549 円) 600 株 含み益 (＋30000 円)
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