
そのそのそのその悩悩悩悩みにみにみにみに、、、、売買売買売買売買シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションがおがおがおがお応応応応えしますえしますえしますえします！！！！

②銘柄入替の悩み

中国株の例

2010年2月8日　、1年前に購入していた富士康やコ

スライトテクノロジーなど手持ちの銘柄を利益確定し

、中国南車、味千、SJMを順次購入。

塩漬け株は多く保有しているけど、

きっかけがなくてそのままにしちゃってる。

その訳は！？

駄目だとあきらめていた塩漬け株の入替によ

って状況が大きく変わってきた！

日本株の例

③銘柄売却の悩み

的確に利益確定が出来ると、チャンスで

大きな値幅を取ることができた！

本日、13時の株価　490円で日

本製鋼所（5631）を　8000株買

付いたします。～中略～

「本日の投資戦略」に沿って、

10時16分の株価991円で日本

製鋼所（5631）を7000株売却し

利益確定をいたします。～中略

～

その訳は！？

大きなショックの時にどう対処すれば良いのか分か

らず放置した結果、大きな損失が出ちゃった。

限限限限られたられたられたられた運用資金運用資金運用資金運用資金のののの中中中中だからこそだからこそだからこそだからこそ

効率効率効率効率がががが大事大事大事大事！！！！

大化大化大化大化けけけけ期待銘柄期待銘柄期待銘柄期待銘柄にににに入替入替入替入替をををを提案提案提案提案！！！！

難難難難しいしいしいしい利益確定利益確定利益確定利益確定のののの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判断判断判断判断までもまでもまでもまでもアナウンスアナウンスアナウンスアナウンス！！！！

ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号

①銘柄選択の悩み

ネットや本とか株の買い情報は膨大だから、

「いつ」「何」を買ったら良いのかいつも迷う。。。

面倒な銘柄選びをしなくて

良くなった！

その訳は！？

日本株　戦略銘柄A　

2011年3月23日10：53現在の株価1615円で戦

略銘柄Aを2000株購入いたします。

～中略～

日本株の例

厳選厳選厳選厳選にににに厳選厳選厳選厳選をををを重重重重ねたねたねたねた戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄をををを、、、、

タイムリータイムリータイムリータイムリーににににメールメールメールメール配信配信配信配信！！！！



①①①①銘柄選択銘柄選択銘柄選択銘柄選択のののの悩悩悩悩みみみみ、、、、解消解消解消解消しますしますしますします！！！！！！！！

銘柄選択銘柄選択銘柄選択銘柄選択～～～～このようなこのようなこのようなこのような悩悩悩悩みみみみ、、、、抱抱抱抱えていませんかえていませんかえていませんかえていませんか～～～～

ネットや本などで株の買い情報は膨大にあふれており、「いつ」「何」を買ったらよいのかにいつも迷う。

あふれている情報から株を買っていくが、買って下がって抛ってしまう塩漬け株が増え、結局上昇しないものを多く保有して

いる。

騰がっている時に買い、下がっている時には見送ってしまいチャンスを逸してきた。

何を買えばよいのか分からないし、考えるのが面倒！

下手な株に手を出すと持つのが怖くてとても安心していられない。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消するとするとするとすると

・銘柄選びにもう迷わない

・ビッグチャンスを捉える可能性が一気に増す

・大事な時、大きな値幅の取れる時に出動すればよいので忙しくない

・1回の売買で劇的に改善できる可能性が高い

・1回に得られる値幅が大きいことが多く、一気に情勢が変わっていく

・面倒な銘柄選びをしなくて済む。

・塩漬け株がなくなっていく。

・下がっている時こそチャンスをつかめるようになる

・購入した銘柄はお客様と同じ目線で売却までサポートされるので安心。

⇒⇒⇒⇒悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消できるのができるのができるのができるのがライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル売買売買売買売買シミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスですですですです。。。。

何何何何をしてくれるのをしてくれるのをしてくれるのをしてくれるの？？？？

日本株3500銘柄中国株1400銘柄の中から「今」の時にあった銘柄を選定し、購入する銘柄を決定します。「今」買うべき銘柄

を買い推奨するときはリアルタイムでメール配信されます。また、お客様と同じ目線で購入シミュレーションします。常に5％や

10％の利益を狙うのではなく、1.5倍、2倍と大きな値幅を取れる可能性のあるときだけ買いを推奨するので頻繁な売買をす

ることなく忙しくありません。お客さまは配信されたメールを携帯などで見て、注文を証券会社に出すだけです。

ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号

ネットや本とか株の買い情報は膨大だから、

「いつ」「何」を買ったら良いのかいつも迷う。。。

面倒な銘柄選びをしなくて

良くなった！

その訳は！？

日本株　戦略銘柄A　

2011年3月23日10：53現在の株価1615円で戦

略銘柄Aを2000株購入いたします。

～中略～

日本株の例

厳選厳選厳選厳選にににに厳選厳選厳選厳選をををを重重重重ねたねたねたねた戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄をををを、、、、

タイムリータイムリータイムリータイムリーににににメールメールメールメール配信配信配信配信！！！！



銘柄選択銘柄選択銘柄選択銘柄選択ののののライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問のののの推奨実績推奨実績推奨実績推奨実績

【【【【日本株日本株日本株日本株】】】】

日本製鋼所2008年10月28日のメール配信例

本日（2008年10月28日）、13時の株価　490円で日本製鋼所（5631）を　8000株買付いたします。

～中略～

急落時に今何を買うかを直ぐに決めていかなければチャンスを逸してしまう→この様な一瞬のチャンスを逃さないために弊社

ではリアルタイムでメール配信して行きます。

しかも重要な時に大きな値幅を取れる可能性の高い銘柄に限って買い推奨して行くのが大きな特徴です。この時はわずか二

週間で二倍になる銘柄を買い推奨しています。

その結果

買付日買付日買付日買付日

買付買付買付買付

株価株価株価株価

買付買付買付買付

金額金額金額金額

売却日売却日売却日売却日

売却売却売却売却

株価株価株価株価

売却売却売却売却

金額金額金額金額

売却売却売却売却

損益損益損益損益

2008年

10月28日

490円 490,000円

2008年

11月14日

990円 990,000円 500,000円

8000株

買い付け例

- 392万円 → → 792万円

400400400400万円万円万円万円のののの

利益確定利益確定利益確定利益確定

同じ時に違う銘柄を買えば全く違う結果です。この時は日本製鋼所の暴落を狙うことで始めてたった2週間で2倍が可能であっ

たのです。

---- 2008200820082008年年年年10101010月月月月28282828日株価日株価日株価日株価 →→→→ 2008200820082008年年年年11111111月月月月14141414日株価日株価日株価日株価 株価騰落率株価騰落率株価騰落率株価騰落率

日経平均 7,621円 → 8,462円 +11％

ＮＴＴ 380,000円 → 423,000円 +11.3％

三菱東京ＵＦＪ 551円 → 595円 +7.9％

トヨタ自動車 3,170円 → 3,140円 -0.9％

新日鉄 306円 → 279円 -8.8％

そのようなとっさの判断が必要な時に何を買うのかを明確にしてお伝えして行きますのでチャンスを逃しません。

直近の例では震災直後の戦略銘柄Aへの買い推奨も現在の大きな成果を出してきております。

戦略銘柄A　2011年3月23日、29日のメール配信例

2011年3月23日

10：53現在の株価1615円で戦略銘柄Aを2000株購入いたします。

～中略～



その結果

買付日買付日買付日買付日

買付買付買付買付

株価株価株価株価

買付買付買付買付

金額金額金額金額

現在日現在日現在日現在日

現在現在現在現在

株価株価株価株価

評価評価評価評価

金額金額金額金額

売却損益売却損益売却損益売却損益

2011年

3月23日

1615円 161,500円

2011年

6月9日

2157円 215,700円 54,200円

2000株

買い付け例

- 323万円 → → 431万円

108108108108万円万円万円万円のののの

含含含含みみみみ益形成中益形成中益形成中益形成中

今、銘柄は保有持続し値幅取りを推奨しております。

他銘柄の実例

---- 2011201120112011年年年年3333月月月月23232323日株価日株価日株価日株価 →→→→ 2011201120112011年年年年6666月月月月9999日株価日株価日株価日株価 株価騰落率株価騰落率株価騰落率株価騰落率

トヨタ自動車 3,170円 → 3,140円 -0.9％

不動建設 198円 → 169円 -14.6％

五洋建設 218円 → 181円 -16.9％

東京電力 1,049円 → 192円 -81.6％

このようなとっさの判断が必要な時にチャンスを逃さないように、何を買うのかを明確にしてお伝えして行くのが売買シミュレー

ションサービスです。



【【【【中国株中国株中国株中国株】】】】

ＳＪＭ（880）2010年4月19日のメール配信例

本日、ＳＪＭホールディングス（880）を30万円、100万円、200万円ポートフォリオで購入します。

ＳＪＭホールディングス（880）は最低買い付け単位は1000株。購入単価は5.24香港ドルで約6万円程度で購入が可能です。

---中略

今回の組入れポートフォリオは30万円、100万円と200万円ポートフォリオで2000株ずつ購入します。いずれも本日の売却資

金（龍源電力（916））を含め、残りの資金で組み入れます。

この時には一年で3倍になる銘柄ＳＪＭ（880）を買い推奨しています。他の銘柄ではこの様な結果も得られませんし、この株価

では二度と買えない株価で推奨している点でも非常に希少価値が高い買い推奨と言えましょう。

その結果ＳＪＭは以下の様な状況になっております。

SJM（880） 2010/4/19 → 2011/6/8 -

- 買付 → 持続保有 -

株価 5.24香港ドル → 18.88香港ドル 3333....6666倍倍倍倍

2000株購入ケース 124,502円 → 389,365円 3.1倍

同じ時に違う銘柄を買っていれば全く違う結果となっています。

- 2010年4月19日株価 → 2011年6月8日株価 株価騰落率

中国石油 9.09香港ドル → 10.9香港ドル +19.9％

中国移動 77.55香港ドル → 70.1香港ドル -9.6％

中国人寿保険 36.75香港ドル → 26.3香港ドル -28.4％

ＢＹＤ 70.95香港ドル → 23.15香港ドル -67.3％

このようなとっさの判断が必要な時にチャンスを逃さないように、何を買うのかを明確にしてお伝えして行くのが売買シミュレー

ションサービスです。

だから

・・・・銘柄選銘柄選銘柄選銘柄選びにもうびにもうびにもうびにもう迷迷迷迷わないわないわないわない

・・・・ビッグチャンスビッグチャンスビッグチャンスビッグチャンスをををを捉捉捉捉えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性がががが一気一気一気一気にににに増増増増すすすす

・・・・大事大事大事大事なななな時時時時、、、、大大大大きなきなきなきな値幅値幅値幅値幅のののの取取取取れるれるれるれる時時時時にににに出動出動出動出動すればよいのですればよいのですればよいのですればよいので忙忙忙忙しくないしくないしくないしくない

・・・・一回一回一回一回のののの売買売買売買売買でででで劇的劇的劇的劇的にににに改善改善改善改善できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい

このように当社の戦略銘柄は、大きな値幅の取れる可能性が高いことが特徴です。この戦略銘柄を売買シミュレーションサー

ビスでの買付によって推奨しており、リアルタイムでメール配信も行っております。



中国株の例

2010年2月8日　、1年前に購入していた富士康や

コスライトテクノロジーなど手持ちの銘柄を利益確

定し、中国南車、味千、SJMを順次購入。

塩漬け株は多く保有しているけど、

きっかけがなくてそのままにしちゃってる。

その訳は！？

駄目だとあきらめていた塩漬け株の入替によ

って状況が大きく変わってきた！

限限限限られたられたられたられた運用資金運用資金運用資金運用資金のののの中中中中だからこそだからこそだからこそだからこそ

効率効率効率効率がががが大事大事大事大事！！！！

大化大化大化大化けけけけ期待銘柄期待銘柄期待銘柄期待銘柄にににに入替入替入替入替をををを提案提案提案提案！！！！

銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替～～～～このようなこのようなこのようなこのような悩悩悩悩みみみみ、、、、抱抱抱抱えていませんかえていませんかえていませんかえていませんか～～～～

塩漬け株は多く保有しているが、きっかけがなくてそのままにしている。

思い切りが良くなくて、騰がったら売りを見送ってしまい、下がったら買いを見送ってしまいチャンスを逸してきた。

乗り換えても売った銘柄は騰がり、買った銘柄は下がるという痛い目にあっている。

売るのも難しいし買うのも難しい。銘柄入替って結構難しい。

資金に限りがあるから効率よく回したいけどどうすれば良いのか分からない。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消するとするとするとすると

・適確な銘柄入替ができ、失望から希望へと変わっていく

・常に数多くの銘柄の中から最適な選択が出来るようにプロの目から選別していきチャンスとあらば積極的に銘柄入替を行

っていきパフォーマンスはぐんぐん騰がっていきます。

・売った銘柄は下がり、買った銘柄は騰がるように最大限に注意を払い、適確な売買が出来るようになる。

・駄目だとあきらめていた塩漬け株が入替をした途端に状況が大きく変わっていく。

・他銘柄の状況などを鑑みながら、適確な入替ができるように！

・資金が効率よく回り始め、パフォーマンスが向上！

⇒⇒⇒⇒「「「「銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替」」」」のののの悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消できるのができるのができるのができるのがライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル売買売買売買売買シミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスですですですです。。。。

何何何何をしてくれるのをしてくれるのをしてくれるのをしてくれるの？？？？

銘柄入替をサポートします。その時々で情勢は日々刻々と変化していくのが株の常です。大半の個人投資家の方は限られ

た資金で運用しておりますから、ある程度銘柄を入れ替えていかなければ効率はあがりません。例えば100万円の資金であ

れば5銘柄位が限度でしょうか？それを効率よくパフォーマンスを挙げていくには日本株では3500銘柄、中国株では1400銘

柄くらいからその時々の情勢に応じて入れ替えを行っていく必要性が生じます。

しかしこれが意外に難しいのです。何故なら売りと買いをほぼ同時にしていくわけですから、売り買いの判断を適当にしてい

ると売った銘柄は騰がり、買った銘柄は下がるということが良く起こるからです。また、全体相場が下げ基調であればどっち

にしても大きく下がり、損の上塗りになりかねないからです。だから銘柄入替は買うという判断以上に難しいのです。

そこでプロの助言、判断が必要となります。株は買った後こそ重要ですから銘柄入替をするべきときは頻繁にあるにもかか

わらず、これをサポートしてくれる業者はほとんどないはずです。弊社の売買シミュレーションサービスは限られた資金をどう

やって増やしていくかをお客様と同じ目線で行っていますので、必要な時は銘柄入れ替えを積極的に行っていきます。

②②②②銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替のののの悩悩悩悩みみみみ、、、、解消解消解消解消しますしますしますします！！！！！！！！

ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号



銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替ののののライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問のののの推奨実績推奨実績推奨実績推奨実績

【【【【日本株日本株日本株日本株】】】】

AAAA：：：：エルピーダメモリエルピーダメモリエルピーダメモリエルピーダメモリ→→→→コマツコマツコマツコマツ→→→→戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄戦略銘柄ＢＢＢＢへへへへシフトシフトシフトシフト

（（（（当社当社当社当社のののの厳選厳選厳選厳選ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ））））

銘柄銘柄銘柄銘柄 購入日購入日購入日購入日 買付株価買付株価買付株価買付株価 購入金額購入金額購入金額購入金額 入替日入替日入替日入替日 売却株価売却株価売却株価売却株価 売却金額売却金額売却金額売却金額 損益損益損益損益

エルピーダ 2010/5/26 1529円 917万円 2010/6/9 1681円 1009.1万円 ++++91919191....7777万円万円万円万円

コマツ 2010/10/29 1989円 596万円 2011201120112011年年年年3333月月月月～～～～5555月月月月 2528円 758.6万円 ++++161161161161....9999万円万円万円万円

戦略銘柄Ａ 2011/3/23 1××円 498万円 現在保有中 2××円 651万円 ++++153153153153万円万円万円万円

戦略銘柄Ｂ 2011/5/192011/5/192011/5/192011/5/19 2××円 344万円 現在保有中 3××円 406万円 ++++58585858万円万円万円万円

※弊社の基幹コンテンツ「厳選ポートフォリオ」の銘柄入れ替えの実績の一部です。

※売却株価は「厳選ポートフォリオ」の平均売却単価です。

※もう少し複雑な売買となっておりますので分かりやすくするため大きな売買を抽出しております。

2011201120112011////05050505////19191919のののの入替入替入替入替メールメールメールメール

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

コマツ（6301）を10：00の株価　2634円で1300株売却します。

～中略～

最適な選択をするために、今回はコマツ一旦売却しますのでご了承ください。今回は多少のマイナスで売却しますが、コマツ

の売買では合計163万円の利益をもたらしております。

この売却した資金で戦略銘柄Ｂを10：00の株価　2××円で○○株購入します。戦略銘柄Ｂについては、新100万円売買シミ

ュレーションにおいて購入しておりますが、○○○事業が今後も伸びることが期待されており戦略銘柄Ｂの高まる収益力に

期待します。

～中略～

戦略銘柄Ｂについては4/28の日本株戦略銘柄情報のレポートをご覧ください。

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

このこのこのこの銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替でででで464464464464万円万円万円万円のののの利益利益利益利益 となっており、相場環境に合わせて銘柄入れ替えしたことが好結果に繋がりました。この他

にも当社の「厳選ポートフォリオ」は様々な売買を経ております。



「「「「エルピーダエルピーダエルピーダエルピーダ」」」」のののの保有保有保有保有をそのままをそのままをそのままをそのまま続続続続けたけたけたけたケースケースケースケース」」」」

（（（（銘柄入銘柄入銘柄入銘柄入れれれれ替替替替えせずえせずえせずえせず放置放置放置放置したしたしたしたケースケースケースケース））））

銘柄銘柄銘柄銘柄 購入日購入日購入日購入日 買付株価買付株価買付株価買付株価 購入金額購入金額購入金額購入金額 現在株価現在株価現在株価現在株価 売却金額売却金額売却金額売却金額 損益損益損益損益

エルピーダ 2010/5/26 1529円 917万円 1014円 608万円 -309万円

そのまま保有を続けた場合は6/9現在で309万円の評価損を抱えている状況です。

このように相場環境や企業を取り巻く環境が変化した時に、どのような対応をしたのかが重要なのです。エルピーダメモリをそ

のまま保有した場合は、当時の現金残高77万円を加えても685万円と資産が大幅に減少しています。対応の差によって下記

のような格差が生じます。

対応対応対応対応 エルピーダメモリエルピーダメモリエルピーダメモリエルピーダメモリ購入時購入時購入時購入時 →→→→ 11/6/911/6/911/6/911/6/9

A:当社の厳選ポートフォリオ 988万円 → 1315131513151315万円万円万円万円

B:エルピーダメモリをそのまま保有 988万円 → 685685685685万円万円万円万円

相場環境に合わせた対応をしたか否かによってAとBでは630630630630万円万円万円万円 もの資産格差が付いてしまうのです。相場環境に合わせ

て銘柄入れ替えをしていくことがいかに重要かお分かり頂けるのではないでしょうか。

●●●●「「「「厳選厳選厳選厳選ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ」」」」とととと日経平均日経平均日経平均日経平均のののの格差格差格差格差！！！！

---- 08/10/2708/10/2708/10/2708/10/27 09/3/1009/3/1009/3/1009/3/10 10/5/2710/5/2710/5/2710/5/27 11/6/911/6/911/6/911/6/9 資産増加額資産増加額資産増加額資産増加額 パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

厳選ポートフォリオ 473万円 734万円 988万円 1111,,,,315315315315万円万円万円万円 ++++842842842842万円万円万円万円 2222....78787878倍倍倍倍

日経平均株価 7,162円 7,054円 9,522円 9,467円 - ++++32323232....2222％％％％

これから始められる方は4月～スタートを始めた日本株100万円売買シミュレーションをお奨めします。

---- 11/4/2811/4/2811/4/2811/4/28 11/6/711/6/711/6/711/6/7 資産増加額資産増加額資産増加額資産増加額 パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

100万円売買シミュレーション 100万円 113113113113万円万円万円万円 ++++13131313万円万円万円万円 1111....13131313倍倍倍倍

厳選ポートフォリオの結果を見ていただければ分かると思いますが、月を追うごとに格差は開いていきます。今からでも十分参

考になりますので是非弊社の売買シミュレーションを参考にし、皆様の株にまつわる悩みが解決できることにお役に立てれば

と思います。



【【【【中国株中国株中国株中国株】】】】

中国株も銘柄入替はきわめて重要です。入替をしなければとてもパフォーマンスは騰がってこないのです。

２０１０年２月の銘柄入替の具体例です。２０１０年２月８日に１年前に購入していた富士康やコスライトテクノロジーなど手持ち

の銘柄を利益確定し、中国南車、味千、SJMを順次購入していきました。

具体例具体例具体例具体例（（（（中国株中国株中国株中国株：：：：銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替ケースケースケースケース））））

売却 購入

コスライトテクノロジー 中国南車

富士康 味千

- SJM

売却日売却日売却日売却日 売却売却売却売却　　　　 株数株数株数株数

買付買付買付買付

株価株価株価株価

買付買付買付買付

金額金額金額金額

売却売却売却売却

株価株価株価株価

売却売却売却売却

金額金額金額金額

売却売却売却売却

損益損益損益損益

買付日買付日買付日買付日

10年2月8日 富士康 2000 3.44 86344円 7.8 179,088円 92929292,,,,744744744744円円円円 09年3月24日

10年2月8日

コスライト

テクノロジー

2000 3.52 88352円 9.69 222,482円 134134134134 ,,,,130130130130円円円円 09年3月24日

- 合計 - - 174696円 → 401570円 226874円 -

↓↓↓↓

↓↓↓↓

購入日購入日購入日購入日 購入銘柄購入銘柄購入銘柄購入銘柄 株数株数株数株数

買付買付買付買付

株価株価株価株価

購入金額購入金額購入金額購入金額 →→→→ 評価金額評価金額評価金額評価金額

10年2月22日 中国南車 2,000 5.44 128128128128,,,,166166166166円円円円 →→→→ 202202202202 ,,,,342342342342円円円円

10年3月29日 味千 1,000 7.53 89898989,,,,758758758758円円円円 →→→→ 165165165165 ,,,,589589589589円円円円

2010年4月19日 ＳＪＭ 2,000 5.24 124124124124,,,,502502502502円円円円 →→→→ 376376376376 ,,,,772772772772円円円円

- 合計 - - 342342342342,,,,426426426426円円円円 →→→→ 744744744744 ,,,,703703703703円円円円

※為替は時価で計算しています。

※中国南車（1766）は2011年2月に売却し他銘柄への入れ替えを行っておりますので、その時点での売却で確定したケース

を表示しています。味千、SJMは保有持続中です。

つまり入替ケースとそのまま放置したケースとでは下記のような差が生じます。

---- 2009200920092009年年年年3333月月月月 2010201020102010年年年年2222月月月月 2010201020102010年年年年2222月月月月～～～～4444月月月月 2011201120112011年年年年6666月月月月 現金残現金残現金残現金残 合計合計合計合計

入替ケース 174696円 401570円 342426円 744703円 59144円 803847803847803847803847円円円円

保有持続ケース 174696円 401570円 - 168733円 0 168733168733168733168733円円円円

つまりつまりつまりつまり入入入入れれれれ替替替替えたえたえたえたケースケースケースケースでででで174696174696174696174696円円円円ででででスタートスタートスタートスタートしししし現在評価額現在評価額現在評価額現在評価額はははは80808080万円万円万円万円をををを超超超超えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、放置放置放置放置してしまったしてしまったしてしまったしてしまったケースケースケースケース

ではではではでは168733168733168733168733円円円円とととと利益利益利益利益はははは全全全全てなくなりてなくなりてなくなりてなくなり、、、、損損損損をををを抱抱抱抱えるえるえるえる状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。銘柄入替銘柄入替銘柄入替銘柄入替はこれだけはこれだけはこれだけはこれだけ違違違違いがいがいがいが生生生生じてしまうのがじてしまうのがじてしまうのがじてしまうのが

現実現実現実現実ですですですです。。。。

個人の方はどうしても1回購入して成功した銘柄にこだわりを持ったり、タイミングが分からず怖くて銘柄入替ができなかったり

、売却して購入することに抵抗を感じたり、購入した銘柄に過度な期待を寄せたりと、なかなか臨機応変に入替をすることが難

しいのです。だからこそプロの視点で売買を行っていく弊社の売買シミュレーションサービスが注目されるのです。



日本株の例

的確に利益確定が出来ると、チャンスで

大きな値幅を取ることができた！

本日、13時の株価　490円で日

本製鋼所（5631）を　8000株買

付いたします。～中略～

「本日の投資戦略」に沿って、

10時16分の株価991円で日本

製鋼所（5631）を7000株売却し

利益確定をいたします。～中略

～

その訳は！？

大きなショックの時にどう対処すれば良いのか分か

らず放置した結果、大きな損失が出ちゃった。

難難難難しいしいしいしい利益確定利益確定利益確定利益確定のののの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判断判断判断判断までもまでもまでもまでもアナウンスアナウンスアナウンスアナウンス！！！！

③③③③利益確定売利益確定売利益確定売利益確定売りのりのりのりの悩悩悩悩みみみみ、、、、解消解消解消解消しますしますしますします！！！！！！！！

利益確定利益確定利益確定利益確定～～～～このようなこのようなこのようなこのような悩悩悩悩みみみみ、、、、抱抱抱抱えていませんかえていませんかえていませんかえていませんか～～～～

売りそびれることが多く、今では下落して塩漬け株になってしまった。

購入後直ぐに上昇したので売却したがそこから一気に上昇した。保有を続けた方が良いのか判断できず、なかな

か大きな値幅が取れない。

少しでも下落すると不安になって持ちきれない。

ライブドア問題やサブプライムショック、今回の震災など大きなショックの時にどう対処すれば良いのか分からず放

置した結果、大きな損失を出した。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消するとするとするとすると

・的確な利益確定が出来ると、チャンスが訪れた時に大きな値幅を取れ資産状況が劇的に変わる

・10％の上昇で利益確定する時、1.5倍・2倍に上昇するまで保有を続ける時など相場環境に合わせられる

・過度な売買が減少し、投資効率が良くなる

⇒⇒⇒⇒悩悩悩悩みをみをみをみを解消解消解消解消できるのができるのができるのができるのがライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル売買売買売買売買シミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスシミュレーションサービスですですですです。。。。

何何何何をしてくれるのをしてくれるのをしてくれるのをしてくれるの？？？？

利益確定売りをサポートします。株式投資では購入以上に売却が難しいものです。購入時は誰もが良いと思って

購入しますが、状況は刻々と変化していき思惑通り動かないケースも多々あります。売却後に株価が大きく上昇

したことや、売却を躊躇したために利益がなくなってしまったことなどは誰しも経験しているのではないでしょうか。

しかし、的確な売却が出来ない限り、「株による資産形成」は適いません。多くの個人投資家の方は限りある資金

で運用している訳ですから、的確なタイミングで利益確定をしながら財産を形成していくことが重要なのです。

弊社では、世界の経済動向や相場の状況を皆様に成り代って日々注視しております。相場環境に合わせて、5％

・10％の上昇で利益確定するのか、1.5倍・2倍に上昇するまで保有を続けるのかなどをその時々の状況に合わ

せて判断しております。利益を確定する時はリアルタイムでメール配信を行い、「全て売却する」、「一部を売却す

る」、「銘柄を入れ替えるために売却」、「相場環境が不透明なため現金化」するなどを情勢に応じてお伝えしてお

ります。利益確定が的確か否かで運用成果は大きな格差となって現われ、時間の経過とともに拡大していきます

。だからこそプロの助言、判断が必要となのです。弊社の売買シミュレーションサービスは効率よく運用していくた

めに、購入後もお客様と同じ目線で売却するところまでサポートして行きます。

ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号



【【【【日本株日本株日本株日本株】】】】

弊社弊社弊社弊社のののの主力主力主力主力コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ「「「「厳選厳選厳選厳選ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ」」」」のののの具体例具体例具体例具体例

弊社の利益確定売り情報は、その時々の様々な理由で行われます。 先行きの見通しが明るい銘柄に早い段階で

投資し、相場全体が上昇基調を強める過程では保有を続けて大きな値幅を取り、相場全体のリスクが高い時など

は早めに利益確定を行うこともあります。状況に合わせながら臨機応変に対応しています。売買シミュレーションサ

ービスの「厳選ポートフォリオ」で、購入から売却までサポートしております。

★日本製鋼所の利益確定売り！（2週間で350万円の利益を確定）

購入時：2008年10月28日のメール配信例

本日、13時の株価　490円で日本製鋼所（5631）を　8000株買付いたします。

～中略～

売却時：2008年11月13日のメール配信例

「本日の投資戦略」に沿って、10時16分の株価991円で日本製鋼所（5631）を7000株売却し利益確定をいたしま

す。

一旦現金化し、再度チャンスがあれば狙っていきたいと考えております。

日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所のののの売買売買売買売買

買付日買付日買付日買付日 株価株価株価株価 株数株数株数株数 購入代金購入代金購入代金購入代金 売却日売却日売却日売却日 株価株価株価株価 売却代金売却代金売却代金売却代金 損益損益損益損益

08/10/28 490円 7000株 343万円 08/11/13 991円 693万円 ++++350350350350万円万円万円万円

※「厳選ポートフォリオ」では日本製鋼所を8,000株購入しましたが7,000株は2週間後、残りの1,000株は後日利益

確定しております。

「厳選ポートフォリオ」では日本製鋼所に集中投資を行い、2週間後には991円で7,000株を売却し350万円の利益

確定に成功しました。その後は、「日本製鋼所」の利益を確定した資金で「日本碍子」や「アルバック」、「コマツ」な

ど、その後の戦略銘柄にシフトしました。利益確定→次の有望銘柄購入→利益確定というサイクルを相場環境に合

わせて行い、限りある資金を有効活用して資産拡大に繋げてきたのです。

●●●●「「「「厳選厳選厳選厳選ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ」」」」でででで大大大大きなきなきなきな値幅値幅値幅値幅をををを取取取取ってってってって利益確定利益確定利益確定利益確定したしたしたした主主主主なななな売買売買売買売買！！！！

組入時期組入時期組入時期組入時期 銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名 組入株価組入株価組入株価組入株価 売却株価売却株価売却株価売却株価 実現利益実現利益実現利益実現利益

2008年10月 日本製鋼所 490円 1,000円 ++++408408408408万円万円万円万円

2009年1月 日本碍子 1,152円 1,780円 ++++117117117117万円万円万円万円

2009年2月 アルバック 1,448円 2,232円 ++++227227227227万円万円万円万円

2010年10月 コマツ 1,989円 2,528円 ++++161161161161万円万円万円万円

※売却株価は当社の厳選ポートフォリオにおける平均売却株価です

★★★★日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所8000800080008000株株株株をそのままをそのままをそのままをそのまま保有保有保有保有したしたしたしたケースケースケースケース

日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所日本製鋼所 08/10/2808/10/2808/10/2808/10/28 →→→→ 08/11/1308/11/1308/11/1308/11/13 →→→→ 11/6/811/6/811/6/811/6/8

株価 490円 → 991円 → 556円

抛っておいてしまったケース 343万円 → 693万円 → 389万円

利益を確定したケース 343万円 → 693万円 → 1000万円以上に増加

抛っておいてしまったケースつまり利益確定が出来なかったケースでは343万円から一時693万円まで増加したが

389万円にまで後戻りしています。

一方、利益を確定したケースでは2週間後に693万円になりそこで利益を確定した資金を次の銘柄へと向かわせて

効率よくまわしていくため現在の厳選ポートフォリオは1300万円を超えるまでに資金は成長しているのです。資金

は滞らせずに利益を確定しながら進んでいくことが当然重要となってきます。



【【【【中国株中国株中国株中国株】】】】

中国株中国株中国株中国株のののの具体的具体的具体的具体的なななな利益確定推奨例利益確定推奨例利益確定推奨例利益確定推奨例

下表は全て弊社の200万円売買シミュレーションでの利益確定売りの推奨実績です。今後も適確な利益確定売り

が出来るよう精一杯サポートして行きたいと考えております。

売却売却売却売却 コードコードコードコード 買付株価買付株価買付株価買付株価 買付金額買付金額買付金額買付金額 →→→→ 売却株価売却株価売却株価売却株価 売却金額売却金額売却金額売却金額 売却損益売却損益売却損益売却損益 何倍何倍何倍何倍？？？？

紫金鉱業 2899 1.48 71,158円 → 6.06 278,275円 207,117円 3333....91919191倍倍倍倍

テンセント 700 39.6 47,599円 → 137.1 157,391円 109,792円 3333....31313131倍倍倍倍

コスライトテクノロジー 1043 3.52 88,352円 → 9.69 222,482円 134,130円 2222....52525252倍倍倍倍

神華能源 1088 11.5 71,061円 → 29 176,755円 105,694円 2222....49494949倍倍倍倍

交通銀行 3328 3.68 44,234円 → 8.46 104,989円 60,755円 2222....37373737倍倍倍倍

アンガンスチール 347 3.88 97,854円 → 10.42 219,028円 121,175円 2222....24242424倍倍倍倍

富士康 2038 3.44 86,344円 → 7.8 179,088円 92,744円 2222....07070707倍倍倍倍

例えば、上表の富士康（2038）を利益確定した場合と現在まで継続保有した場合は下記のような格差となります。

銘柄銘柄銘柄銘柄 買付株価買付株価買付株価買付株価 買付金額買付金額買付金額買付金額 →→→→ 売却株価売却株価売却株価売却株価 売却金額売却金額売却金額売却金額 損益損益損益損益

富士康を売却 3.44 86,344円 → 7.8 179,088円 ++++92929292,,,,744744744744円円円円

---- 買付株価買付株価買付株価買付株価 買付金額買付金額買付金額買付金額 →→→→ 11111111////6666////10101010株価株価株価株価 評価額評価額評価額評価額 評価損益評価損益評価損益評価損益

富士康を継続保有 3.44 86,344円 → 3.59 73,882円 ----12121212,,,,462462462462円円円円

当社の200万円売買シミュレーションでは2倍超に上昇した時点で的確に売却し、8.6万円に資金を17.9万円に増加

させました。一方、現在まで放置していれば為替差損が発生したことにより、8.6万円の資産は7.3万円に14％減少

している状況です。しかも、適確な利益確定売りが出来れば、売却して得た資金で次の有望な銘柄を購入し効率

的な運用が適います。

企業を取り巻く環境は日々刻々と変化しており、どの銘柄でも必ず転換点が訪れます。利益確定のタイミングを逃し

たたために「買い値近辺まで株価が下落した」や「マイナスになるまで放置してしまった」などは避けなければなりま

せん。資金が寝てしまい、塩漬け株を作ることになるからです。 

弊社の利益確定売り情報は、売買シミュレーションサービス（日本株は厳選ポートフォリオ、100万円売買シミュレー

ション、中国株は10～200万円の各種売買シミュレーション）を通じてお伝えしており、初心者の方にも一目で分か

るコンテンツです。購入を促す情報だけではなく、最終的に売却するところまでサポートしております。現在の成果

に至るまで様々な売買を経ており、このプロセスは全て会員サイト上で公開しています。

下記のような株式投資にまつわる悩みを抱えている方には最適なサービスです。

・・・・購入後購入後購入後購入後ののののアフターフォローアフターフォローアフターフォローアフターフォローがないためがないためがないためがないため、、、、いついついついつ売却売却売却売却すればすればすればすれば良良良良いのかいのかいのかいのか分分分分からずにからずにからずにからずに「「「「早早早早くくくく利益確定利益確定利益確定利益確定しししし過過過過ぎたぎたぎたぎた」、「」、「」、「」、「

売売売売りそびれたりそびれたりそびれたりそびれた」」」」事事事事がよくあるがよくあるがよくあるがよくある方方方方。。。。

・・・・購入後購入後購入後購入後のののの短期的短期的短期的短期的なななな株価変動株価変動株価変動株価変動でででで不安不安不安不安になりになりになりになり、、、、上上上上がったらがったらがったらがったら少少少少ないないないない利益利益利益利益でででで売売売売りたくなってりたくなってりたくなってりたくなって売売売売ってしまいってしまいってしまいってしまい、、、、大大大大きききき

なななな値幅値幅値幅値幅がががが取取取取れないれないれないれない方方方方。。。。

・・・・溢溢溢溢れているれているれているれている買買買買いいいい情報情報情報情報でででで購入購入購入購入するがするがするがするが、、、、売却売却売却売却がががが出来出来出来出来なかったためになかったためになかったためになかったために塩漬塩漬塩漬塩漬けけけけ株株株株がががが増加増加増加増加しているしているしているしている方方方方。。。。

このような個人投資家の悩みを解決できる売買シミュレーションサービスを是非積極的にご活用いただき、皆様の

株による財産形成を実現してください。



　ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問株式会社投資顧問株式会社投資顧問株式会社投資顧問株式会社　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号

日本株会員日本株会員日本株会員日本株会員サイトサイトサイトサイトのののの内容内容内容内容

月額3,000円でご利用頂けるサービス内容

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ名名名名 内内内内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容容容容

売買売買売買売買シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション

（（（（厳選厳選厳選厳選ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ））））

（（（（初初初初～～～～上級上級上級上級））））

当社が選定した日本株戦略銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションで実際に

銘柄選択から買い・売りの投資タイミングをお伝えします。

　(メール配信あり）

売買売買売買売買シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション

（（（（100100100100万円売買万円売買万円売買万円売買ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ））））

（（（（初初初初～～～～上級上級上級上級））））

厳選ポートフォリオと同様のコンセプトで運用を行い、100万円に資金を1.5倍、2倍

へと成長させていくことを目指して運用を行います。

(メール配信あり）

日本株戦略銘柄情報日本株戦略銘柄情報日本株戦略銘柄情報日本株戦略銘柄情報

（（（（初初初初～～～～上級上級上級上級） ） ） ） 

当社の基幹コンテンツのひとつ。リサーチを重ねた上で中長期（3ヶ月から6ヶ月以

上）にわたり大きく上昇が期待できる銘柄を推奨しレポートします。

日本株戦略日本株戦略日本株戦略日本株戦略レポートレポートレポートレポート

（（（（初初初初～～～～上級上級上級上級））））

マクロ的な日本株市場展望や経済展望のレポートや各セクターの新材料関連の

レポートをわかりやすく解説します。

短期推奨銘柄短期推奨銘柄短期推奨銘柄短期推奨銘柄

（（（（中中中中～～～～上級上級上級上級））））

ファンダメンタルズを精査したうえでテクニカルを加味し短期的に利幅を狙える銘

柄を提供します。（メール配信あり）

本日本日本日本日のののの投資戦略投資戦略投資戦略投資戦略

（（（（初初初初～～～～上級上級上級上級））））

貴重な本日の株式相場の投資指南と前日の相場解説をレポートしています。また

、株式投資を成功に導くため過去の事例などをあげてのアドバイスやサポートを行

っております。

ＩＰＯＩＰＯＩＰＯＩＰＯ銘柄情報銘柄情報銘柄情報銘柄情報

（（（（上級上級上級上級））））

ＩＰＯ全銘柄のブックビルディング情報から上場後の投資戦略まで詳細にサポート

。

中国株会員中国株会員中国株会員中国株会員サイトサイトサイトサイトのののの内容内容内容内容

月額3,000円でご利用頂けるサービス内容

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ名名名名 内内内内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容容容容

売買売買売買売買シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション

（（（（中国株中国株中国株中国株ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ））））

（（（（初級初級初級初級～～～～上級上級上級上級））））

10万円、30万円、50万円、100万円、200万円コースがあります。例えば、10万円

ポートフォリオの目的は、10万円の資金でどうやって効率的に増やしていくかに

あります。30万円、100万円なども同様です。

皆様の資金力に応じてご利用いただけます。

銘柄の選定から購入、利益確定売り、損切り、追加投資、銘柄入れ替え、組入れ

比率の調整などを具体的にサポート。

2008年から会員様のご要望から開設したサービスです。

これで中国株成功中国株成功中国株成功中国株成功3333原則原則原則原則はははは揃揃揃揃いますいますいますいます 。

中国株戦略銘柄情報中国株戦略銘柄情報中国株戦略銘柄情報中国株戦略銘柄情報

（（（（初級初級初級初級～～～～上級上級上級上級））））

相場状況も勘案し、2倍3倍になる可能性の高い中国株のみをピックアップした投

資判断レポート。

2004年11月に発行したテンセント、2004年9月に発行した紫金鉱業など、20倍、

30倍になった銘柄は当レポートから育ちました。

2004200420042004年年年年～～～～サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始。。。。

投資戦略投資戦略投資戦略投資戦略レポートレポートレポートレポート

（（（（中級中級中級中級～～～～上級上級上級上級））））

サブプライムショックサブプライムショックサブプライムショックサブプライムショック時時時時にはにはにはには早早早早めのめのめのめの段階段階段階段階でででで利益確定売利益確定売利益確定売利益確定売りをりをりをりを促促促促すなどですなどですなどですなどでサポーサポーサポーサポー

トトトト。。。。

重要な岐路に差し掛かっているときには買い、売り共に強くサポート。

今週今週今週今週ののののランキングランキングランキングランキング

（（（（上級上級上級上級））））

毎週5銘柄をピックアップ。注目ポイントや投資するのが的確な時期か否か等含

めて、今の中国株に対する強気度・弱気度なども測ることができる内容です。5社

を選定し、特に注目していただきたい銘柄を選定しています。

財産形成財産形成財産形成財産形成をををを総合的総合的総合的総合的ににににサポートサポートサポートサポートしていくしていくしていくしていくコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツをををを月額月額月額月額3333,,,,000000000000円円円円でごでごでごでご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。



【【【【料金料金料金料金】】】】

  3か月コース　　9000円

  6か月コース　　17000円

  12か月コース　 34000円

成功報酬等はいただきません！上記料金ですべてのサービスがご利用いただけます。

【【【【おおおお支払方法支払方法支払方法支払方法】】】】

銀行振込・郵便局からの振込・クレジットカードでのお支払方法が選択できます。

お申込みはホームページで承っております。

日本株日本株日本株日本株：：：：株式市場株式市場株式市場株式市場センターセンターセンターセンター

http://www.ipobull.com/

中国株中国株中国株中国株：：：：中国株式市場中国株式市場中国株式市場中国株式市場センターセンターセンターセンター

http://www.risingbull.co.jp/

ご不明点・ご質問等ございましたら下記までお問い合わせください！

℡　03-5641-5603

(全日9：00～21：00まで。担当者不在の場合は折り返しご連絡いたします）

メールでのお問い合わせも受け付けております。

info@risingbull.co.jp

ライジングブル投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号 社団法人日本証券投資顧問業協会会員

弊社の提供する投資情報について

1.投資顧問契約は、株式の価値または株式の価値等の分析に基づく投資判断に関し、弊社が助言を行い、お客

様から報酬をいただく契約です。

2.株式は、株価の変動により、損失が生じるおそれがあります。また、外国株式は、為替相場の変動等により、損

失が生じるおそれがあります。

3.弊社のレポート等をご覧いただき、株式を売買される場合には、お客様の判断に基づき、お客様の自己責任で

売買していただきます。弊社のレポートに基づき、お客様が株式を売買された結果、お客様に損失が生じた場合で

あっても、弊社は責任を負いかねませんことをあらかじめご承知ください。

4.株式投資は、株券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。株券

の発行者の信用状況に変化が生じた場合、株価が変動することによって売買損が生じる場合があります

当社では、金融商品取引に関するお役様からの苦情等に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を

頂けるよう努めてまいりますが、当 社の対応にご納得いただけなかった場合に、金融商品取引法に基づく金融Ａ

ＤＲ制度(裁判外紛争解決手続制度)をご利用頂き、公正・中立な外部機関を通じ て、苦情及び紛争の解決を図る

こととしています。

投資助言・代理業に関する苦情受付・紛争解決機関

お客様が金融ＡＤＲ制度を円滑にご利用頂けるよう、「社団法人日本証券投資顧問業協会」から苦情および紛争

解決についての業務を受託している次の「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」を通じて苦

情および紛争の解決を図ることとしています。

名称　　　　　特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター 

所在地　　　〒１０３－００２５　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１３号

電話番号　　０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル）

受付時間　　月曜日～金曜日の９：００～１７：００（祝祭日、年末年始を除く） ※詳しくは、同センターにご照会下さ

い。



℡　03-5641-5603

(全日9：00～21：00まで。担当者不在の場合は折り返しご連絡いたします）

メールでのお問い合わせも受け付けております。

info@risingbull.co.jp

ライジングブルライジングブルライジングブルライジングブル投資顧問投資顧問投資顧問投資顧問　　　　金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者　　　　関東財務局長関東財務局長関東財務局長関東財務局長（（（（金商金商金商金商））））第第第第１１３１１１３１１１３１１１３１号号号号

日本株に興味のある方：株式市場センター

http://www.ipobull.com/http://www.ipobull.com/http://www.ipobull.com/http://www.ipobull.com/

中国株に興味のある方：中国株式市場センター

http://www.risingbull.co.jp/http://www.risingbull.co.jp/http://www.risingbull.co.jp/http://www.risingbull.co.jp/

ご不明点・ご質問等ございましたら下記までお問い合わせください！

ライジングブル投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号 社団法人日本証券投資顧問業協会会員

弊社の提供する投資情報について

1.投資顧問契約は、株式の価値または株式の価値等の分析に基づく投資判断に関し、弊社が助言を行い、お客様から報

酬をいただく契約です。

2.株式は、株価の変動により、損失が生じるおそれがあります。また、外国株式は、為替相場の変動等により、損失が生じ

るおそれがあります。

3.弊社のレポート等をご覧いただき、株式を売買される場合には、お客様の判断に基づき、お客様の自己責任で売買して

いただきます。弊社のレポートに基づき、お客様が株式を売買された結果、お客様に損失が生じた場合であっても、弊社

は責任を負いかねませんことをあらかじめご承知ください。

4.株式投資は、株券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。株券の発行者

の信用状況に変化が生じた場合、株価が変動することによって売買損が生じる場合があります

当社では、金融商品取引に関するお役様からの苦情等に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂けるよ

う努めてまいりますが、当 社の対応にご納得いただけなかった場合に、金融商品取引法に基づく金融ＡＤＲ制度(裁判外

紛争解決手続制度)をご利用頂き、公正・中立な外部機関を通じ て、苦情及び紛争の解決を図ることとしています。

投資助言・代理業に関する苦情受付・紛争解決機関

お客様が金融ＡＤＲ制度を円滑にご利用頂けるよう、「社団法人日本証券投資顧問業協会」から苦情および紛争解決につ

いての業務を受託している次の「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」を通じて苦情および紛争の

解決を図ることとしています。

名称　　　　　特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター 

所在地　　　〒１０３－００２５　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１３号

電話番号　　０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル）

受付時間　　月曜日～金曜日の９：００～１７：００（祝祭日、年末年始を除く） ※詳しくは、同センターにご照会下さい。

※2011年5月31日の評価額（千円台以下は四捨五入）

※為替レートはその時々のレートで換算しております。

※これはあくまで架空の売買であり、実際の売買は行っておりません。また、この投資成功例を保証するわけでは

ありません。

※これは売買シミュレーションの一部実績であります。

※中国株は2008年10月のスタートから、日本株は強気を打ち出した2008年の10月27日からの運用資金の推移で

す。


