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GC OPTICAST～投資で暮らそう～ 

操作マニュアル 

株式会社ゴールデン・チャート社 
Ver 1.05 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



GC OPTICAST～投資で暮らそう～で実現！ 
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GC OPTICAST~投資で暮らそう～なら 

当日までの株価と最新のニュースを確認することができる 
＊株価更新時間後にご覧いただく場合に限ります 

チャート誌とGC OPTICAST～投資で暮らそう～では、 
こんなに違う！ 

GC OPTICAST ～投資で暮らそう～なら…… 

できる 

GC OPTICAST~投資で暮らそう～なら 

日足・週足・月足すべての銘柄のチャートを確認可能  できる 

GC OPTICAST~投資で暮らそう～なら 

軽い・安い・情報が豊富 できる 

豊富な 
データ 

チャート誌より 
軽くて安くてたくさんの情報が掲載されている 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



お客様のお宅で 

証券会社様でのご利用事例 
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店舗窓口で 

最新の相場動向をチェック 

最新の株価、業績を確認 

今、買い時/売り時の銘柄をチェック 

お客様の保有株の株価を確認 

最新の株価があれば、お客様の 

 質問にも即座に回答可能 

iPadを窓口に置いて、お客様にご自由にご覧いただくと
いうスタイルを取ることも可能です。 

iPadなら、お客様のご自宅のテレビに接続して、チャート

や業績といった情報を一緒にご覧いただくことが可能で
す。 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



本サービスのコンセプト 
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ゴールデン・チャート社は、 
誰でも特殊なスキルを必要とせずに分析することができる 

「スキルレス分析 」を目指しています 

特に、「銘柄セレクション」の最適化売買サインを用いた投
資の場合、「Ｂ」（買い）、「Ｓ」（売り）サインだけで投資する
ことができるというサービスに徹しています。 

ご理解いただきやすいサービスとして人気です！ 

個人投資家の
皆様に 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 
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基本操作：ログイン方法 

ログインURL  http://www.opticast.co.jp/ 

ログイン 

・パソコン 

・タブレット 

・スマートフォン 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

当サービスの最新情報は、WEBサイトでご覧ください。 



基本操作：トップページ 
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   トップページで 
   チェックできる情報 

・最新の市況 

・最新の株価チャート 

・最新のニュース 

・最新の全銘柄の株価一覧 

トップページからは、
GC OPTICASTの各コ
ンテンツにアクセスする
ことができます。 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



基本操作：チャート 
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   チャートで 
   チェックできる情報 

株価チャート 日足 

週足 

月足 

業績 企業情報 

業績情報 

チャート上にニュースを表示 

チャート分析 トレンドライン 

GCV 

RCI 

ボリンジャーバンド 

均衡表 

対数目盛 

平均足 

高度な分析機能 売買サイン 

ボルテックス 

連動性リスト 

便利な機能 銘柄登録 

銘柄自動送り 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



チャート誌と同じ移動平均線を描画 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

日足チャート 週足チャート 

テクニカル指標の 
周期も確認できます！ 

サイト上で、テクニカル指標の最新の
周期を公開しています。 

↑ 

13週 

移動平均線 

26週移動 

平均線 

↓ 

↑ 

52週移動 

平均線 

25日移動 

平均線 

↓ 

↑ 

75日移動 

平均線 

↑ 

200日移動 

平均線 ↑ 

5日移動 

平均線 

5日移動平均線は 
2012/6/13リリース 



表示可能なチャート 
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日足チャート 週足チャート 月足チャート 

業績とチャート 四半期データなど業績
の詳細  

チャートとニュース 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



便利なチャート機能 
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ニュースと日経平均株価 銘柄登録 自動トレンドライン 

チャートを遡る  

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

チャートの表示期間を
変える 

ボタンを押して設定 
ボタンを押して設定 

１本遡る まとめて 

遡る 

１本進む まとめて 

進む 



ボルテックス（個別銘柄） 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

ボルテックス株価水準＆タイミングは、個別銘柄の動きや市場全体におけるポジ
ションを認識できる一枚の表です。「株価が上がったなぁ」「下がったなぁ」ということ
を、客観的に認識・判断するための表です。 

ボルテックスの見方（個別銘柄） 



ボルテックス（日経500） 

12 

ボルテックス株価水準＆タイミングは、個別銘柄の動きや市場全体におけるポジ
ションを認識できる一枚の表です。「株価が上がったなぁ」「下がったなぁ」ということ
を、客観的に認識・判断するための表です。 

ボルテックスの見方（日経500） 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

←日経500種の株価水準 



似ている動きの銘柄、反対の動きの銘柄 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

過去３年間の株価推移をもとに、相関係数（値動きの似ている度合い）の大きな銘
柄群である「良く似た動き」と、相関係数の小さな銘柄群である「反対の動き」の上
位10位をリストアップ。 

＜データの見方＞ 

相関係数は2つの銘柄の動きが一致すれば「＋1」に近くなり、正反対の動きをとる
場合は「－1」に近くなります。つまり、相関係数は「－1～＋1」までの間で推移し、
この値が「0」に近ければこの2つの銘柄は関連性に乏しいと言えます。 

連動性リスト 



銘柄自動送り 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

１）グループを選ぶ 

２）「順番に表示する」   
  を押す 

個別銘柄のチャートを自動で送ります。相場全体の流れを
把握したい時に便利です。速度は３つご用意しています。 

＊タブレットでもご利用いただけます。但し、通信回線や環
境によりスピードが遅くなることがあります。 

銘柄自動送り 



基本操作：効率投資の銘柄 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

   効率投資の銘柄で 
   チェックできる情報 

システム投資のベスト銘柄ランキング 

週足・有望株リスト 主要大型株日経225 

東証１部 
→実践システム投資 

ハイリスク小型株 
→実践システム投資 

日足・有望株リスト 日経225 

全銘柄 

月足・有望株リスト 日経225 

全銘柄 

システム投資 今が仕掛け時の銘柄  

日足 買いサイン点灯リスト 

売りサイン点灯リスト 

週足 買いサイン点灯リスト 

売りサイン点灯リスト 

月足 買いサイン点灯リスト 

売りサイン点灯リスト 

業績で狙う有望株のリスト 「実力企業」ユニバース 

四半期ごとにファンダメン
タルズで厳選！ 

業績で狙う有望株 



基本操作：マーケット情報 
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   マーケット情報で 
   チェックできる情報 

市況 東京市場の注目点とNY株の動向 

寄り付き速報 

本日の市況（前場） 

大引け速報 

本日の相場概況（大引） 

個別銘柄の動向 新高値銘柄・新安値銘柄  

ストップ高・ストップ安銘柄  

逆日歩情報  

検索ベスト30銘柄  

市場を賑わせたニュース 市場の話題  

商号変更、上場廃止等 市場・商号変更/上場廃止リスト 

ファイナンス、IPO等 ファイナンス情報 

ニューフェイス新規上場銘柄紹介  

各指標等 先物/裁定取引 

三市場信用取引  

投資主体別売買動向  

今後の予定 経済指標カレンダー  

最新のニュース ニュース速報（時事通信社提供）  

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



基本操作：アナリストの視点 

Copyright2012 ゴールデン・チャート社 ALL Right Reserved. 17 

   アナリストの視点で 
   チェックできる情報 

・ゴールデンチャート 今週の特集 

 （毎週１～３本程度掲載）  
・今週のGC「巻頭言」  
・今週の「市場展望」  
・今週の「妙味株を探る」  
・テーマに注目 キャッチ・ザ・ウェーブ  

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



基本操作：業績・データ 
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   業績・データで 
   チェックできる情報 

・決算／業績修正情報 更新一覧  

・最新業績修正銘柄一覧（単独）  
・最新業績修正銘柄一覧（連結）  
・経常・配当上方修正銘柄リスト  

・市場の話題（業績編）  
・決算発表予定検索・機能版  

・最新レーティング情報  

・業種別財務評価  

・36業種別信用残高構成・業種内 

 ランキング  

・国内主要経済指標一覧  

・米国主要経済指標一覧  

・指標コード一覧 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



基本操作：全銘柄の株価一覧 
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   全銘柄の株価一覧で 
   チェックできる情報 

・銘柄コード 

・銘柄名 

・市場 

・始値 

・高値 

・安値 

・終値 

・前日比 

・前日比率 

・出来高 

・最適化売買サイン（日足、週足、月足） 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



基本操作：メール 
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【GC Opticast News】企業ニュース 

 

【GC NEWS】2012-05-3 12:01  

 

本日の東京市場は……□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 

 

------------------------  

株式会社ゴールデン・チャート社 

GC OPTICAST～投資で暮らそう～ 

 

 

 

   メールで 
   チェックできる情報 

24時間メール配信（時間設定可） 
・企業ニュース 
・ブル＆ベアニュース  
・経済ニュース 
 （時事通信社提供） 

* 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



メール配信状況 
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“どこにでもあるメルマガ”ではありません！ 

 投資に必要なニュースだけを選び出しました。 

 １メールあたり１ニュースのみ。詳しく解説しています。 

 モバイルに配信すれば、いつでもどこでも閲覧できます。 

企業にまつわるニュースが 

24時間365日配信される 

日本経済、世界経済に関する 

ニュースが24時間365日配信される 

東京市場の最新の情報が 

相場のある日のみ配信される 

あなたが忙しくても、ニュースが自らあなたのメールに配信されます。 

テレビのニュースが放送されていない時間でも、あなたの手元には、 

時事通信社の最新のニュースが随時配信されます。 

企業ニュース 経済ニュース ブル＆ベアニュース 

「GC OPTICAST~投資で暮らそう～」でご提供しているサービス 配信時間や、配信したい内容のメール
の設定をご自身で行うことができます。 
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投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



銘柄探し：最適化売買サインとは？ 
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デッドクロス 

ゴールデンクロス 

デッドクロス 

ゴールデンクロス 

指標のクロスから売買タイミングを知る 

売 リ 売 リ 

買 い 買 い 

ゴールデン・チャート社の最適化売買サインは、 

モメンタム指標「GCV」（ゴールデンチャート ベクトル）を 

用いて分析しています。 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



銘柄探し：最適化売買サインを活用１ 
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    好パフォーマンス 
    銘柄一覧を見る 

    リストから銘柄を探す 

    サインが点灯したら 
    売買する 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

３ステップで完結！ 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 



銘柄探し：最適化売買サインを活用２ 
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サインが点灯したら 

サインをチェック 
→「Bサイン」買い、「Sサイン」売り 

下記のルールに従い、売買を実行 
 
 
 
 
 
 
 
 

足 売買のタイミング サイン点灯のタイミング 

日足 サインが点灯した翌日寄
り付き成り行きで売買 

当日の17:10以降にサイ
ン確定 

週足 サインが点灯した翌週寄
り付き成り行きで売買 

週末の17:10以降にサイ
ン確定 

月足 サインが点灯した翌月寄
り付き成り行きで売買 

月末の17:10以降にサイ
ン確定 

週足チャートの場合、株価の動きにより月曜日にはサインが点灯し、火曜日
にはサインが消え、水曜日に再びサインが点灯する……ということがあります。

ローソク足１本のサインが確定するまでの間に変化する場合があります。こ
れは最適化売買サインが壊れているのではなく、株価の動きにより指標が変
化しているということです。そのため、上記「サイン点灯のタイミング」でサイン
が確定するのをお待ちいただくことをお勧めします。 

投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。 

このパフォーマンスはサインをもとに計算したものです 

これは週足チャートだから、
来週月曜日の寄り付き成り
行きで手仕舞い、信用売り
を仕掛ければいいのね！ 


