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私のビットコイン売買レポートは、共同研究するビットコイン AI プログラム

による分析や独自の調査分析に基づき、毎週定期的に、長期、中期、短期のト

レードタイミングを具体的に書いていきます。 

最後に暗号資産投資のルールを書いておきますので、ルールを守って、安全な

資産運用をこころがけましょう。 

 

また、このレポートでは、わかりやすいように 100 万円を投資資金(原資)とし

て投資する形で書いています。 

皆様の資金量に合わせて、比率を変えて対応してみてください。 

 

■長期トレード 

長期のトレンドは、前回に続き上昇トレンドを維持しています。 

その背景には、需要の増加が明確に反映されています。 

 

最近のニュースで、PayPal でビットコイン決済が開始されたことは印象的で

す。 



また、そのニュースに前後して米国の上場企業７社が次々に 100 億円単位でビ

ットコインの資産としての保有を始めています。 

 

日本ではまだ開始されていませんが、米国では市民の決済にビットコインが溶

け込んでいます。 

ちょっとした E コマースでの決済でもビットコインが活躍しているのです。 

 

また、現在のビットコイン発行枚数は 1900 万枚ですが、半減期含め今後供給

量は減っていきます。 

このことからも、市場のビットコインの需要が高まり、価格上昇に繋がりやす

い状態です。 

 

チャートやテクニカル分析からも、また、このようなニュースに見る実需の増

加からも、もし、まだビットコインを保有していないなら、現物での長期保有

を行うべきです。 

 

私は、100 万円の原資がある場合には、50 万円分のビットコインを購入してお

くと良いと考えています。 



買うタイミングに関しては、安くなったら買う、これは基本ですが、しかし、

現在のビットコイン価格は 240 万円前後ですが、長期的には上昇するトレンド

であることが前提です。 

 

したがって、買うタイミングはあまり意識しなくても良いでしょう。 

 

長期（週足対数チャート） 

 

■中期トレード 

100 万円の原資に対して、中期トレードに充てる資金は 30 万円(30%)です。 

その範囲内で、レバレッジを 2 倍で、私がお伝えする売買タイミングでトレー

ドを行ってください。 



チャートの状況などから、そろそろ上がるタイミングが来るとツイッターで配

信しましたが、先週末に、中期の買い（ロング）シグナルが点灯しました。 

現在、中期の買いを入れるタイミングです。 

 

2,300,000 円あたりが買い場になる可能性はありますが、中期は上昇トレンド

に入っているので、あまり細かな価格を意識することはありません。 

 

中期の買いを入れたときに大事なことは、ストップロスルールを徹底してロス

カットを設定することです。 

総投資金額の５％を目安に、ロスカットを設定しましょう。 

今回の場合は総投資資金は１００万円ですから、最大損失が５万円になった場

合に損切りというわけです。 

 

末尾のルールにも書きましたが、投資を行う場合、特にレバレッジをかけた場

合は、必ずロスカットを設定しましょう。 

 

現在の価格は、少し早足で上がりすぎたことに対して、短期のレバレッジをか

けた取引を行っている方々が利確をし、もしくは下がってきたので売り逃げた

という状況の値動きです。 



当然ですが、空に向かってボールを投げると放物線を描き落ちてくるように、

ビットコインの価格や他のアルトコイン、株式でもチャートにハッキリ現れま

す。 

強い波が寄せたら、引く波も強くなるのと同じです。 

 

他にも、一目均衡表での確認や様々なインジケータでの分析など AI 分析含め

多数のファクターを分析して、売買タイミングを掴んでいるのです。 

 

例えば、中期トレンドを分析する三役は、１，遅行スパン、２，基準線と転換

線、３，先行スパンとプライスの関係、の３つで、他の要因と合わせて確信を

得るようにしています。 

 

細かくは、機会があればまた書いてみますね。 

その上で、末尾に書いたルールにしたがって、中期のエントリーを行いましょ

う。 



 

中期（日足チャート） 

 

■短期トレードに関して 

100 万円の原資に対して、中期トレードには 20 万円(20%)を活用します。 

その、２０万円にレバレッジを５倍で、私がお伝えする売買タイミングでトレ

ードを行ってください。 

 

長期のトレンドが上昇、中期も上昇シグナルが出ましたので、いよいよ短期の

シグナルが出る時期が来ました。 

 

しかし、ここで大事なことは末尾にルールを書いておきましたが、何のために

投資をするのかということです。 



短期は、より細かな時間単位、例えば１時間足、３０分足、１５分足など短い

足を見ますが、これは最終のタイミングを合わせるために確認することが目的

です。 

日足、そして４時間足が上昇傾向にある場合に、短期の買いを入れるタイミン

グが現れます。 

それが、短期の買いシグナルです。 

 

今は、まだ短期の買いは出ていませんが、シグナル点灯次第お知らせしたいと

思います。 

チャートの状況から今週末が非常に面白いタイミングになると期待していま

す。 

 

長期、中期、そして短期の上昇トレンドが揃ったとき、そのときは絶好のサー

フィン日和です。 

今は忍耐強く、タイミングを引きつけましょう。 

ここで、忘れてはいけないことは、短期はレバレッジを掛けますから、ロスカ

ットも徹底しましょう。 

それでは、お待ち下さい。 



短期シグナルが点灯したら、レバレッジ５倍で買い、そしてロスカットの設定

を確実に行う。 

このことだけ忘れないでください。 

 

すみません。 

もう一点、大事なことがありました。 

短期の買いシグナルが点灯した場合、売りシグナルが点灯するまでは、買いシ

グナルが重ねて点灯することはありません。 

 

したがって、一回一回の短期トレードに２０万円の予算を集中することが可能

です。 

 

短期（10 分足チャート） 



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

今回は、もう少し投資の心構えを書いておきたいと思います。 

『ポジポジ病は、やめましょう。』 

投資は、難しい言い方をすれば、時間と価格の関係を人間心理が決めていま

す。 

 

つまり、読めるわけがないし、わかるはずもないのです。 

だから、常にポジションを持っていたいという心自体、「資産を確実に増や

す」ためには捨てなければいけません。 

 

難しく、わからない時期は投資をしない。 

これも、とっても大事なことです。 

 

 

 

 

 

 



※小俣卓也の投資目線※ 

このレポートは、暗号資産アナリスト小俣卓也が配信するビットコインの売買

タイミングをお知らせするレポートです。 

 

暗号資産投資には、ちょっとしたルールがあります。 

このルールを知っておくことで、皆さんがより安全で安心できる売買を可能に

します。 

 

以下に 5 つのルールを書いておきます。 

よく読んでくださいね。 

 

また、私の投資判断には、供給量や半減期を元にリアライズドマーケットキャ

ップを計算し、並行してハッシュリボンや MACD などのインジケータや指数

平滑移動平均線などのデータをもとにディープラーニングを行い長期、中期、

短期の売買タイミングを見定めています。 

 

それぞれの解説も書いていきますので、お楽しみに。 

 

 



‼️重要‼️ 

★トレードの 5 つのルール★ 

ルール 1 

『何のためにトレードを行うのか？』 

これはとても重要なことで、共通の認識としてルールに入れておきたいと思い

ます。 

そもそも、トレードの目的は安全で確実な時期を見定めて、資産を増やすこと

です。 

その為には、レンジ相場や値動きが読みにくい時期は、あぶないトレード時期

と判断して、トレードは一切行いません。 

 

ルール 2 

『徹底したトレードのタイミング』 

長期トレンドと合わせて、中期もしくは短期のトレードチャンスが起きた場合

にのみ、トレードを行います。 

その理由は、長期トレンドの期間にも相場は上下運動を繰り返しますが、その

相場の上下運動を中期もしくは短期のトレンドとして捉え、長期トレンドと一

致した場合にトレードを開始し、中期、短期のトレンド転換期には売却して利

益を確定させます。 

 

ルール 3 

『長期、中期、短期のトレンドについて。』 

長期＞中期＞短期 

この順序で、トレンドを分析します。 

その理由は、長期のトレンドはビットコインの供給量や半減期などを勘案して

計算しています。 

その計算から、ビットコインは基本的に長期は上昇トレンドであり、長期とは

3 年から 4 年のことです。 



中期、短期は、長期トレンドの中で変化していますので、長期トレンドを最も

重要視して、中期、短期のトレンドを捉えることが重要になります。 

 

ルール 4 

『現物とレバレッジに関して、リスクに晒す資金は非常に少なくすること。』 

 

長期トレードの場合 

現物保有は、皆様の流動性資産全体の 5% 〜10%以内とすることをおすすめし

ます。 

 

中期トレードの場合 

リスクは 10%以下、レバレッジ 1 倍から上限 2 倍まで。 

 

短期トレードの場合 

短期売買に充てる資金は少なく、レバレッジを 10 倍以上はかけないこと。 

 

※レバレッジは、中期も短期も低めに設定すること。 

 

ルール 5 

『中期、短期は、レバレッジを掛けたトレードになります。 

その為、レバレッジトレードを行う場合は必ずストップロスをかけておくこ

と。』 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

以上が、今回の定期レポートとなります。 

次回のレポートをお楽しみに。 

 



わからないことなどあれば、下記の問い合わせフォームで問い合わせくださ

い。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

『COIN CHOICE』 

URL: https://successc.tokyo/coin/  

Twitter: @omatacoin 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■株式会社 Success Club 投資顧問 

※受付時間（平日 9:00〜16:00） 

 

▽ 電話からのお問い合わせ 

03-5643-5301 

 

▽サポートデスク 

https://successc.tokyo/contact/  

 

■金融商品取引法第 37 条に基づく表示 

商号 ： 株式会社 Success Club 投資顧問 

業務内容 ： 投資助言・代理業 

登録番号 ： 関東財務局長（金商）第 1046 号 

 

■投資顧問間契約に係るリスクについて 

国内上場有価証券等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相

場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含

む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずる

おそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本

超過損リスク）があります。 

https://successc.tokyo/coin/
https://successc.tokyo/contact/


信用取引を行う場合は、信用取引の額が当該取引等についてお客様の差入れた

委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます）を上回

る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損

失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リス

ク）があります。手数料等およびリスク等については、当該商品等の契約締結

前交付書面やお客様向け資料等をよくお読みください。 

 

■免責事項 

ホームページ及びメール上での提供情報は著作権法によって保護されており、

株式会社 Success Club 投資顧問（以下「弊社」）に無断で転用、複製又は販売

等を行う事を固く禁じます。情報提供は、弊社の情報提供を目的とするもので

あり、投資勧誘を目的とするものではありません。また、これらの情報のいず

れも、将来の運用成果を約束するものではありません。実際の取引（投資）商

品の売買におきましては、自己資金枠等を十分考慮した上で、ご自身の判断・

責任のもとご利用下さい。弊社は、提供情報の正確性、完全性を保障するもの

ではなく、会員様が提供情報の内容に基づいて行われる取引、その他の行為、

及びその結果については、これ 

を保証するものではありません。また、これら情報に基づく取引その他の行為

により被った如何なる損害についても弊社は一切の責任を負いかねますので予

めご了承下さい。 

 

■重要事項、及び注意事項 

投資顧問契約にあたっては「金融商品取引法第３７条の３」の規定に基づき、

ご負担頂く助言報酬（以下「情報提供料金」）や、助言の内容および方法（以

下「提供サービス内容」）、リスクや留意点を記載した「契約締結前交付書面

を予めお読み頂き、内容をご理解の上ご契約をお願いしております。ご契約に

関する事前の注意事項、情報提供料金、提供サービス内容に関しましては、各

商品の詳細ページにて事前にご確認頂き、内容をご理解の上お取引下さい。金

商法上の有価証券等の投資商品には、相場や金利水準等の価格の変動、及び有



価証券の発行者等の信用状況の悪化や、それらに関する外部評価の変化等を直

接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過す

る損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があり、投資手法によっても同様

の損失が生ずるおそれがあります。 

 

Copyright(C)2020 Success Club All Rights Reserved. 

 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


