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１.各パラメータの入力

株価、出来高はもちろん、様々なチャート分析の条件を入力し、その条件に見合った銘
柄を検出する機能です。

銘柄を検出する手順としては以下の通りに行っていきます。

P1

• 各パラメータにご自身の取り組みたい銘柄条件を入力し

ます。

①各パラメータの入力

• 1度に上限498までの銘柄群から銘柄を検出することが

可能です。

②検索銘柄の準備

• 検索結果を見て、取り組む銘柄を決めましょう。

③検索を実行し、結果を見る

まずデスクトップ上にあるV2systemフォルダを開き、緑色のV2スクリーニングのアイ
コンをダブルクリックして、 V2スクリーニング(エクセル)を開きましょう。

・銘柄スクリーニングとは？

※注意※ 銘柄スクリーニングを行う際は、必ず岡三RSSにログイン
しておいてください。



１.各パラメータの入力
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・パラメータ解説

スクリーニングエクセルを開くと下図のような画面が表示されます。
この画面で銘柄の検索条件の入力を行います。

黄色の部分をクリックすると入力値①②には数字を打ち込め、その他は
右側に「▼」が出るので、押すと選択肢から項目が選べます。

まずは検索条件にある各パラメータの解説を見てみましょう。

■株価
銘柄の現在値を表示します。
（※①入力値＝0 ②入力値＝9999999 と入力すると条件は実質絞られません。）

■出来高
出来高を表示します。寄付き前の朝6:30～9:00の間に検索する場合は
詳細を「前日」に変更してください。

（※①入力値＝0 ②入力値＝9999999999 と入力すると条件は実質絞られません。）

■貸借
信用口座をお持ちの場合、空売り可能な銘柄かどうかを表示します。
【貸借】空売り可能 【信用】買いのみ

※信用規制で空売りや信用取引が
出来ない銘柄はWEB2の銘柄情報画面
右上に、このようなマークが出ますので、
クリックして内容を確認しましょう。



１.各パラメータの入力
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■値幅率
場中にどれだけ株価が動いたかを表示します。
数値が大きいほど値動きが激しく、小さいと値動きがない銘柄となります。
計算方法は「（高値-安値）÷始値×100」となります。

（※①入力値＝0 ②入力値＝100 と入力すると条件は実質絞られません。）

■場中騰落率
場中に寄り付きからどれだけ上がったか、下がったかを表示します。
+の場合は陽線、-の場合は陰線となっています。
計算方法は「（終値-始値）÷始値×100」となります。

（※①入力値＝－99 ②入力値＝100 と入力すると条件は実質絞られません。）

■安値切り上げ・下げ
指定の期間、最安値を切り上げ(前日より上)て推移している銘柄と切り下げている
銘柄を表示します。
連日底値を切り上げている銘柄は買い圧力が強く、下げている銘柄は売り圧力が
強いとも見れます。

■胴体切り上げ・下げ
ローソク足の体（始値から終値の部分）が、連日切り上げて推移している銘柄と
切り下げている銘柄を表示します。
連日底値を切り上げている銘柄は買い圧力が強く、下げている銘柄は売り圧力が
強いとも見れます。

■移動平均線 A・B トレンド
①入力値に入力した移動平均線が直近の10日間で上向きか下向きかを表示します。
①が10日以下場合は、入力した日数の期間で判断します。

■トレンドサイン
25日・75日移動平均線と、現在株価の位置関係で6種類のサインに分類します。

（※０＝オフ。トレンドサインの詳しい解説は次のページをご覧ください）

■移動平均線 乖離率
指定の移動平均線から現在株価までの乖離率の計算方法は
「（高値-安値）÷始値×100」となります。
0以上の数値は【乖離率●％以上】、0以下の数値は【乖離率●％以内】の銘柄を
検出します。

（※①入力値＝25 ②入力値＝－99 と入力すると条件は実質絞られません。）

■移動平均線 A・B 跨ぎ初日
株価が前日から検索時の時点で指定の移動平均線を上抜いてる、または
下抜いている初日の銘柄を表示します。
上値抵抗線、下値支持線と見られる移動平均線を超えた銘柄の、
トレンド逆方向転換の初動をとらえるのに活用しましょう。



１.各パラメータの入力
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■最高値・最安値更新
過去●●日間での最高値、または最安値を現在値が更新した銘柄を検出します。
通常の最高値更新ではなく「終値」を基準にしている為、一瞬高値を付けたがすぐ
値を下げてしまったような銘柄は検出されません。
最高値、安値更新銘柄は俗にいう「青天井」「底無し」状態に入りやすいと言われて
いる為、更なる続伸、続落を狙う「順張り」の投資に活用してみましょう。

トレンドサイン解説
株価の推移を6つのパターンに分ける

「1:上昇最終」
現在株価 > 25MA > 75MA

「2:下落転換」
25MA > 現在株価 > 75MA

「5:上昇転換」
75MA > 現在株価 > 25MA

「3:下落継続」
25MA > 75MA > 現在株価

「6:上昇継続」
現在株価 > 75MA > 25MA

「4:下落最終」
75MA > 25MA > 現在株価

株価推移は一般的に25日移動平均線(↑赤線)と75日移動平均線の推移(↑黄線)、
そして現在株価の位置関係で「上昇局面・下降局面にあるかどうか」判断される
ことが多いです。

■25日線が上向きながら75日線を上抜いて上昇していく＝上昇トレンド 6⇒1
■25日線が下向きながら75日線を下抜いて上昇していく＝下降トレンド 3⇒4

2と5の位置にいる場合は、これからどちらに行くか見極めている状態(初動)と
されています。

その為、順張りと言われる投資法では上昇トレンドでは買い、下降トレンドでは
空売りを狙う投資法が有効とも言われています。



２.検索銘柄の準備
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・2つの銘柄検索手順

銘柄スクリーニング(検索) は、全市場の銘柄全てから検索を自動でかけるのではなく、
ある程度自身で先に銘柄を絞り込む必要があります。

入力・絞り込み方法は2種類となっており、下記の例を見ながら、ご自身
の投資スタイルにあった方法でお使いください。

①銘柄をご自身で打ち込む

②別の方法で銘柄群を選び、貼り付ける

【①を選ぶ方】
・ご自身で管理している銘柄群があり、その銘柄群から自身で設定した

条件に見合った銘柄を検出したい。

【②を選ぶ方】(※よくわからない方はコチラで行いましょう）
・特にいつも見ている銘柄もないので、条件に合った銘柄を全市場から

探したい。
・日経225の大型株からのみ選びたい。

①銘柄をご自身で打ち込む場合

直接銘柄を入力する場合は、エクセルの
「スクリーニング入力シート」右側にある白い欄
「手動入力」の列に半角数字で入力してください。

入力後に「Enterキー」を押すと。左側の
「検索銘柄コード」の列に白文字で同じ数字が
反映されます。

「検索銘柄コード」の列に表示された数字から
条件に合った銘柄を検索する為、必ず両方のエクセルに
数字が入っていることを確認してください。

下にスクロールしていくと、全部で498銘柄まで
入力可能です。



２.検索銘柄の準備
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ここでは銘柄を貼り付けて検索をする為の2つの方法をご紹介します。

■日経225銘柄を貼り付ける

右上の「日経225 貼付」
というボタンを押します

下のシート一覧の「日経225」のページのA列にある銘柄群が、
「手動入力」の列に張り付けられます。

また、日経平均株価採用銘柄は定期的に東証で入れ替えがあるので、その際はご自身で
「日経225」のシートの銘柄群から不採用銘柄を消し、新規採用銘柄を追加してください。

※注意※ 「手動入力」の1～225にすでに銘柄コードを入力した状態でボタンを押すと、
日経225銘柄に上書きされてしまいます。

■無料のスクリーニングサイトを利用する

無料のスクリーニングサイトである程度銘柄を絞り込み、その銘柄群を
貼り付けて検索することで全市場からのスクリーニングが可能になります。

「トレーダーズウェブ」と言うサイトの「銘柄スクリーニング」を
利用します。

V2-systemフォルダ内の「トレーダーズウェブ」をダブルクリックするか、下記のURLか
ら、トレーダーズウェブのページを開きましょう。

https://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/screening/screening_top.asp

②別の方法で銘柄群を選び、貼り付ける

https://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/screening/screening_top.asp


２.検索銘柄の準備
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この「トレーダーズウェブ」で、

①株価 ②出来高 ③25日線より上か下か

これだけを選択、数値を入力するだけで、全市場から300～450銘柄程度まで絞れます。

買いでエントリーを狙う銘柄か、空売りでエントリーを狙う銘柄で、下図にどちらかの
設定を入力し、入力欄下部の を押しましょう実行

■買いエントリー狙いの場合

03：終値 300円 以上
07：出来高 200000株 以上
11：25日移動平均線 本日引け値より下
16：乖離率(100日) 0％ 以上

■空売りエントリー狙いの場合

03：終値 300円 以上
07：出来高 200000株 以上
11：25日移動平均線 本日引け値より上
16：乖離率(100日) 0％ 以上

「実行」を押すと、下図のような銘柄一覧のページが表示されます

4
か
所
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る



２.検索銘柄の準備
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銘柄一覧が表示されましたら、
お使いのパソコンのキーボードの左下の

「Ctrl」キーを押しながら、

2列上にある「A」キーを押してください。

すると、ページ全体の文字が下図のように青色で選択されます。

ページ全体の文字が青色で選択された状態で、
適当な文字の上で右クリックを押し、
コピーを選択してクリックしましょう。

コピーが終わりましたらV2スクリーニングのエクセルに戻り、下のシート一覧から
「貼付１」を選び、クリックします。

表示されたページの左上の「銘柄スクリーニング」
の上で
右クリックを押し、出てきた一覧から

このマークをクリックしてください。



２.検索銘柄の準備
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すると、先ほど「トレーダーズウェブで」コピーした
銘柄コードのデータがページに貼り付けられます。

1ページに100銘柄分貼り付けられるので、今回の場合は
この部分に書いてある銘柄数分、
351銘柄を4回に分けて、「貼付1～4」に貼り付けます。

先ほどのトレーダーズウェブのページに戻りましょう。

トレーダーズウェブの銘柄コード一覧のページに戻りましたら この部分 の「２」を
押しますと「１０１～２００件」分の銘柄一覧が現れます。

先ほどの要領で

①キーボードの[ctrl]を押しながら[A]を押し、全体の文字を青色に
②適当な文字の上で右クリックを押し、コピー
③V2スクリーニングのエクセルに戻り、下の一覧から「貼り付けシート2」を押す。
④左上隅の「銘柄スクリーニング」の上で右クリック
⑤ このマークをクリックし、銘柄データを貼り付ける

これを、検索結果の銘柄分繰り返します。

今回は検索結果が「351 件」なので、「貼付4」まで貼り付けます。
※498件以上出た場合、499件目以降は切り捨てとなります。

貼付が終わりましたら、下のシート一覧から「スクリーニング入力シート」を押して
最初のページへ戻りましょう。



２.検索銘柄の準備
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スクリーニング入力シートに戻ると、
先ほど貼り付けた銘柄群が全て
「検索銘柄コード」に入力されています。

トレーダーズウェブを使って銘柄を貼り付ける場合は、
必ず「手動入力」の列は何も数字が入っていない状態にしておいてください。

「手動入力」の列数字が入っていると、手動入力の数字を反映してしまいます。

また、手動入力をしているときにトレーダーズウェブのデータを貼り付けていると、
手動入力した銘柄以外も検索してしまいます。

銘柄を貼り付けたり、手動入力をする前には必ず右上の二つの「クリアボタン」で、
使わない方の欄をクリア（削除）しましょう。

※ 注意 ※



３.検索を実行し、結果を見る
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・銘柄のデータを取得する

手動入力、または貼り付けで検索銘柄コードを入力したら、早速
銘柄を検索し、結果を見てみましょう。

まずは入力した、銘柄のデータを全て取得します。そして、その後に取得データに条件
を加えて銘柄を検出します。

データ取得を行うと、入力した銘柄全ての各パラメータのデータが
取得され表示することが可能となります。

「スクリーニング入力シート」の左上の■ ■
「データ取得開始」のボタンを押します。 ■

取得が始まると、ボタンの真下に■ ■ ■ ■
処理作業の進行具合が表示されます。 ■ ■

データ取得時間は入力限界の498銘柄で、およそ20～30分となります。半分の
250銘柄では10～15分程度とお考え下さい。

「データ取得完了」と青文字で表示されましたら、検索完了です。

取得データは下のシート一覧の「スクリーニング検索結果シート」で確認できます。
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３.検索を実行し、結果を見る
・「検索結果シート」ボタンの解説

①スクリーニングを実行
「スクリーニング入力シート」に入力した条件の銘柄を表示します。

②スクリーニング実行前に戻す
検索条件を解除し、全入力銘柄のデータを表示します。

③昇順↑ / 降順↓
結果をの順番を昇順（上から小さい順）、降順（上から大きい順）に
変えることが出来ます。

また、数字ではない文字列が結果の項目では、降順を押すと辞書順になります。

降順を
クリック

① ②

③
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・条件を絞って検索をする

先ほどは銘柄情報を取得しただけなので入力した銘柄全てのパラメータが表示されまし
たが、今度はこの銘柄の中から
条件を加えて「思い描く株価推移の銘柄」を出してみます。

今回はトレーダーズウェブから貼り付けた買い狙いの銘柄群の中で
【短期上昇トレンド押し目買い狙い銘柄】を表示させてみます。

（※他の銘柄検索例はP20をご参照ください）

「スクリーニング入力シート」に戻り、下記の条件を入れてみましょう。

■値幅率(%) 過去5日平均 入力値① ⇒ 3
値幅がある程度ある方が短期的な利幅が期待できるので、直近の株価の
値幅が平均的に3％以上の銘柄を検出

■場中騰落率(%) 当日 入力値① ⇒ 0
入力値①を0にすることで、当日が陰線(下げた)の銘柄は除外されます。

■安値切り上げ・下げ 2日間 ⇒ 切り上げ
■胴体切り上げ・下げ 2日間 ⇒ 切り上げ

胴体が切り上げていることで、買い圧力が高い銘柄を検出します。

■移動平均線 A トレンド ⇒ 25 上昇
■移動平均線 B トレンド ⇒ 75 上昇

短期長期共に上向きの、上昇トレンド銘柄を検出します。

■トレンドサイン 条件 ⇒ 1
高値追いの銘柄を検出します。

■移動平均線 乖離率 25MA ⇒ -3
「トレンドサイン1」の下値抵抗線とみられる25日線から離れすぎて
いない(押し目)銘柄を検出します。

上記を6項目を入力します。
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３.検索を実行し、結果を見る

上記の通りに入力が終わりましたら「スクリーニング検索結果シート」へ移り、
「スクリーニング反映」のボタンを押しましょう。

すると、このように条件に見合った銘柄が検出されます。

条件が厳しすぎたり、絶対にありえない条件を入力したりすると、銘柄が一つも
検出されない場合があるので気を付けましょう。

例：移動平均線B 跨ぎ初日 25MA 上抜 ⇒ 株価が25日移動平均線より上
トレンドサイン 2 ⇒ 株価が25日移動平均線より下

上記の2条件を満たす銘柄はあり得ないので、銘柄は表示されません。
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では、本当に思い描いた【短期上昇トレンド押し目買い狙い銘柄】が検出されたか
見てみましょう。

３.検索を実行し、結果を見る

【3186】
ネクステージ

【7816】
スノーピーク

ご覧のように、25日移動平均線（紫線）と75日移動平均線（緑線）が上昇
基調であり、一旦高値付けてからの直近反発している銘柄が検出されました。

このように、ご自身の思い描く利益獲得の期待できる銘柄の条件を入力し、
スクリーニングをした上で検出された銘柄を、自動売買で狙いに行きましょう。

では最後に、「スクリーニング入力シート」の各ボタンの解説と、
利益を狙う為のスクリーニング条件参考設定へ進みます。



・「入力シート」ボタンの解説
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３.検索を実行し、結果を見る

①データ取得開始
銘柄検索コードに入力されている銘柄群の、各データを取得します。
取得した時点のデータを元に銘柄のスクリーニングを行う為、
場中と場が引けた後とでは結果が違う事があります。

②貼付欄クリア
シート「貼付1～5」に貼り付けた銘柄が全て削除されます。

③入力欄クリア
「手動入力」のセルに入力してあるデータがすべて消えます。

④日経225貼付
シート「日経225」のA列に入力されている日経225銘柄を「手動入力」のセルに
貼り付けます。

① ② ③ ④

※ 要 注 意 ※

自動売買稼働中は、場中の銘柄スクリーニングは絶対にしないでください！

「データ取得開始」ボタンを押すと、データ取得が終わるまで何もできなくなります。

パラメータを書き換えたり、スクリーニングをすることはもちろん、全てのエクセルで
の作業が不可能となります。
これは、スクリーニングエクセルだけではなく、自動売買のエクセルでも同様にすべて
の更新作業が出来なくなるので気を付けましょう。

右上の「×」で強制的に終わらせることも出来ないため、強制的にパソコンの電源を
切る必要があります。



・スイングトレード(取組期間3～6日）の場合
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４.戦略別参考設定

①上昇トレンド 短期 押し目買い狙い
上昇基調で、高値からの調整の後に再び再浮上する銘柄を狙います。

■値幅率(%) 過去5日平均 入力値① ⇒【3】
■場中騰落率(%) 当日 入力値① ⇒【0】
■安値切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■胴体切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■移動平均線 A トレンド ⇒【25】【上昇】
■移動平均線 B トレンド ⇒【75】【上昇】
■トレンドサイン 条件 ⇒ 1
■移動平均線 乖離率 25MA ⇒ 【25】MA 【-3】

②上昇トレンド 中期 押し目買い狙い
上昇途中に一旦大きく下げて底割れしたが、下げ止まった押し目銘柄を狙います。

■値幅率(%) 過去5日平均 入力値① ⇒【3】
■場中騰落率(%) 当日 入力値① ⇒【0】
■安値切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■胴体切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■移動平均線 A トレンド ⇒【25】【上昇】
■移動平均線 B トレンド ⇒【75】【上昇】
■トレンドサイン 条件 ⇒ 【1】
■移動平均線 乖離率 ⇒ 【75】MA 【-3】

③上昇トレンド 短期 上値追い狙い
続伸中の銘柄を順張りで、高値更新を狙います。

■安値切り上げ・下げ 3日間 ⇒【切り上げ】
■胴体切り上げ・下げ 3日間 ⇒【切り上げ】
■移動平均線 A トレンド ⇒【25】【上昇】
■移動平均線 B トレンド ⇒【75】【上昇】
■トレンドサイン 条件 ⇒ 【1】
■移動平均線 乖離率 25MA ⇒ 【25】MA 【3】

④その他のポイント

■相場が悪いときに安値【切り上げ】、騰落率【1】％以上
⇒全体相場が悪くても、底値を切り上げて買われている銘柄が出ます。

■移動平均線A 跨ぎ初日【25】【上抜】、騰落率【8】％以上
⇒何か大きな要因があってトレンドが転換した銘柄が出ます。



・デイトレード(取組期間1～2日)の場合
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①大乱高下銘柄狙い
大きな乱高下を伴いながら下値を切り上げている銘柄を超短期で狙います。

（※ 値動きが大きい銘柄を狙う為、自動売買は「許容GapUp％＝11」以下にするなど、
高値掴み回避を図りましょう。）

■値幅率(%) 当日 入力値① ⇒【10】
■値幅率(%) 前日 入力値① ⇒【3】
■場中騰落率(%) 当日 入力値① ⇒【-10】
■場中騰落率(%) 前日 入力値① ⇒【0】
■安値切り上げ・下げ 3日間 ⇒【切り上げ】
■胴体切り上げ・下げ 3日間 ⇒【切り上げ】
■移動平均線 A トレンド ⇒【25】【上昇】
■移動平均線 乖離率 25MA ⇒ 【25】MA 【8】

②高値更新続伸、GapUp狙い
終値ベースで高値を更新した銘柄の続伸を前日引けに仕込み、翌日売りを狙います。
（※ 自動売買を「エントリー手法＝無し」「開始時間＝14:59」とすると疑似的な

引成行買いが可能ですが、相場が悪いときは勝率が落ちますので気を付けましょう。）

■値幅率(%) 過去5日平均 入力値① ⇒【3】
■値幅率(%) 当日 入力値① ⇒【4】
■場中騰落率(%) 当日 入力値① ⇒【2】
■安値切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■胴体切り上げ・下げ 2日間 ⇒【切り上げ】
■トレンドサイン 条件 ⇒【1】
■最高値・最安値更新 ⇒ 【50】【最高】

③その他のポイント

■出来高の大きい銘柄、板の厚い銘柄を選ぶ。
⇒デイトレードでは1日で利確を狙う為、逆指値などの利益確定値を少し下げた

方が良い場合が多いです。
出来高が少なかったり、注文板が飛び飛びの薄い板の銘柄を取り組むと、
成り行き注文で売り買いを行った場合、実際売り買いしたかった価格と離れた
株価で注文を約定してしまう事があります。（値が滑る）
いくつかの候補銘柄があった場合は、なるべく出来高が多く、注文板が
びっしり埋まっている銘柄を選ぶようにしましょう。

■トレーダーズウェブの検索条件を変える。
⇒一日だけのトレードの場合は移動平均線が上向きである必要もないので、

トレーダーズウェブの検索条件を下記3項目だけに直してみるのも良いでしょう。

☑03：終値【300】円【以上】 ☑07:出来高【500000】株【以上】
☑16：乖離率(100日) 【0】％【以上】

４.戦略別参考設定
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・各種エラーの内容と対応方法

■株価データがありません。データ取得を行ってください。

【原因】
株価データを取得していないか、何らかの
原因で取得した株価データが消えてしまっ
た状態で、「スクリーニング実行」を
押すと現れます。

【対処法】
スクリーニング入力シートに戻り、「データ取得開始」のボタンを押して
データ取得完了まで待ちましょう。

■Quoteエラー

【原因】
データ取得中にエクセル内で他の作業をしたり、
他のネット通信を利用するアプリケーションを
立ち上げている等で証券会社からの株価データが
中々受け取れず、途中で断線してしまうと現れます。

【対処法】
他のエラーも同時に表示されない場合は、もう一度データ取得を行います。
データ取得開始を行う前に、ほかのアプリケーションを閉じてください。
また、データ取得中は他の作業をストップしてください。

■実行時エラー

【原因】
予期せぬ事態から、プログラム内で
エラーを起こした場合に現れます。

【対処法】
「終了」を押して、エラーウインドウを閉じてください。
その後、エクセル右上の「×」を押してエクセルを閉じます。

※閉じる際は必ず「保存しない」を選択してください。

５.エラーが出た場合
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■トレーダーズウェブを使った検索方法■

①「岡三RSS」にログインする。

② フォルダから「V2スクリーニング」を開く。

③「貼付欄クリア」「入力欄クリア」のボタンを押して
データを消しておく。

④ トレーダーズウェブで条件を入れ、銘柄を表示する。

⑤「Ctrl + A」で銘柄をコピーし、「貼付1～5」の左上に貼り付ける。

⑥「データ取得開始」のボタンを押す。

⑦ 「データ取得開始」のボタンの下に「データ取得完了」と
表示されるまで待つ。

⑧ データ取得が完了したら、「検索条件」に条件を入力する。

⑨「スクリーニング検索結果シート」のスクリーニング実行を押す

⑩ 表示された銘柄を「岡三ネットトレーダーWEB2」に入力し
チャートでも確認する。

（※検索条件を変えたい場合は
「スクリーニング入力シート」の条件を変更し⑨へ）

５.かんたん手順表


