
 
 
 

 

勝率９９％も可能！？ 
暴落しても安定して稼げる 

初心者にもおすすめ仮想通貨トレード術 
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■著作権について  

「勝率９９％も可能！？暴落しても稼げる初心者にもおすすめ仮想通貨トレード術」(以

下、本冊子と表記)は、著作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作権は、発行

者(THE FINAL)にあります。本冊子の使用に関しましては、以下の点 にご注意ください。  
 

■使用許諾契約書  

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)との

間で合意した契約で す。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲はこの契約に同

意したことになります。  
第1条 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が

非独占的に使用する権利を承諾するもの です。  
第2条 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本

冊子から得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メ

ディアによる配信等により一般公開することを禁じます。 特に当ファイルを 第三者に渡

すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織においてのみ

本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。  
第3条 損害賠償: 甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違

約金が発生する場合がございますのでご注意ください。  
第4条 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書

を解除することができるものとします。  
第5条 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害

が生じたとしても一切の責任を負いません。  

■推奨環境について  

このレポートに記載されている URL はクリックできます。できない場合は最新の 

AdobeReader を下記のペ ージよりダウンロードしてください。(無料) 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html  
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この度は「勝率９９％も可能！？暴落しても稼げる初心者にもおすすめの仮

想通貨トレード術」にご興味を頂きありがとうございます。 

 

ところで、あなたは仮想通貨に対してどの程度の知識をお持ちでしょうか。 

すでに、仮想通貨を売買したご経験をお持ちでしょうか。 

それとも、仮想通貨の波に乗り遅れ、今さら聞けないし始められない・・と

お嘆きの仮想通貨初心者でいらっしゃるのでしょうか。 

 

仮想通貨についての知識の有無にかかわらず、 

「仮想通貨の投資とは、購入して値上がりをただひたすら待つもの」と考え

ていらっしゃるとしたら、このレポートはあなたの仮想通貨に対する認識を

大きく変えるものとなるでしょう。 

 

どうぞ、少しだけお時間をお作りいただき、最後までじっくり読み進めてみ

ていただきたいと思います。 

あなたが、真の経済的豊かさを手に入れるきっかけとなれば幸いです。 

 
 
■目次 
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１．暴落も怖くない！99％の勝率も可能な仮想通貨の取引術とは？ 

 

2017年12月に、1Bit 250万円近くにまで値を上げたビットコイン。 

ところが、そのわずか2ヶ月後の2018年2月には、まさかの60万円台にまで

大暴落したことは記憶に新しいかと思います。 

 

一時は「億り人」などと呼ばれ、にわか億万長者も多数出現し、世間から羨

望の眼差しで見られていたかと思えば、一瞬にしてその資産も半減。 

 

とくに、後発組は、高値で購入してしまい、多額の資産を失ってしまったと

いう方も決して少なくなく、「仮想通貨＝危険！手を出したらダメ」という

認識を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

しかし、そんな大暴落の真っ只中でさえ、涼しい顔をして仮想通貨で稼いで

いる人々がいました。彼らは、どのようにして稼いでいたのでしょうか。 
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多くの人が考える仮想通貨に対する取り組み方としては、“できるだけ安値

の時に買い、値上がりするまで待つ”というスタンスではないかと思いま

す。ところが、それとはまったく異なる投資の方法があるのです。 

それこそが、アービトラージ というリスクが低く安心で堅実な手法。 

 

アービトラージとは、『裁定（さいてい）取引』ともいわれ、同一の価値を

持つ商品の一時的な価格差を利用して、利鞘（りざや）を稼ぐ取引のこと。 

 

仮想通貨の場合、各取引所で売買価格に差があります。 

その価格差を利用して利益を出す、つまり、安い取引所で買い、高い取引所

で売ることにより、その価格差が利益となる手法です。 

 

※コインチェックで50万円でビットコインを購入し、Zaifで６０万円で売却すると10万円が利益となる。 

　（実際には手数料がかかります） 

 

 

それでは、具体的に説明してまいりましょう。 

下記画像は、“みんなの仮想通貨”というサイトの中で無料提供されている 

「ビットコイン/円のリアルタイムレート」というツールです。 
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https://cc.minkabu.jp/pair/BTC_JPY


 

各取引所での売値と買値がリアルタイムで確認ができるだけでなく、その中

での、最高値の売値（一番高く売れるところ）と、最安値の買値（一番安く

買えるところ）の組み合わせも表示してくれるスグレモノのツールです。 

 

上記の場合は、QUOINEXという取引所でビットコインを買い、bitbankと

いう取引所で売るのがもっとも利益が出るとして「最適なアービトラージ」

が表示されています。 

 

そして、この場合の価格差は、 

（売値）1,045,010円 −（買値）1,040,334円 ＝（価格差）4,676円 

 

このように、価格差で利益を出す手法のため、ビットコインが暴落したとし

ても、価格差さえあれば利益がでるのです。 

したがって、暴落を恐れる必要がありません。 
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２．アービトラージの具体的な手順 

 

仮想通貨に恐れを抱いていたあなたも、これならチャレンジしてみてもいい

かもしれないと思われたのではないでしょうか。 

では、具体的な手順をご説明しましょう。 

 

２−１．取引所に口座を開設する 

 
 

アービトラージは、なんといっても取引所に口座がなければ始まりません。 

 

主要な国内取引所には、可能な限り口座を開設しておくとよいでしょう。 
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【国内取引所】 

bitFlyer　（ビットフライヤー） 

QUOINEX　（コインエクスチェンジ） 

Zaif　（ザイフ） 

GMOコイン　（ジーエムオーコイン） 

bitbank　（ビットバンク） 

DMMbitcoin　（ディーエムエムビットコイン） 

BTCBOX　（ビーティーシーボックス） 

ビットトレード　 

ビットポイント 

※4/25現在、coincheckは新規の口座開設を停止中。 

 

【海外取引所】 

Binance　（バイナンス） 

Bittrex　（ビットレックス） 

BitMEX　（ビットメックス） 

Kucoin　（クーコイン） 

HitBTC　（ヒットビーティーシー） 
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https://bitflyer.com/
https://ja.quoinex.com/
https://zaif.jp/
https://coin.z.com/jp/
https://bitbank.cc/
https://bitcoin.dmm.com/
https://www.btcbox.co.jp/
https://bittrade.co.jp/
https://www.bitpoint.co.jp/
https://www.binance.com/
https://bittrex.com/
https://www.bitmex.com/
https://www.kucoin.com/#/
https://hitbtc.com/


２−２．仮想通貨を安値で買う 

例えば、ビットコインでアービトラージをするとします。 

 

先ほど掲載したような、取引所ごとのレートが表示されているツールは、

ネットで調べればいくつか見つかるので、そういったものを利用すると便利

ですね。 

 

例えば、“coin choice” というサイトで提供されている下記ツールも、取引

所の数が多めで使い勝手がいいかもしれません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⬇ 
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上記の表の中での最安値である取引所（上記ではBINANCEの￥1,031,534

）でビットコインを購入します。 

 

ちなみに、ビットコインの最低購入可能額は、下記の通り取引所によって異

なります。なんと、100円台くらいから購入できるんですね。 

 

※例：BINANCEの買値 ￥1,031,534 で計算した場合 

ビットフライヤーの場合、￥1,031,534×0.001=¥1,031.534 から購入が可能。 

GMOコインの場合、￥1,031,534×0.0001=¥103.1534 から購入が可能。 

 

ビットフライヤー（bitFlyer）  0.001BTC 

ビットポイント（BITPoint）  0.0001BTC 

ビットバンク（bitbank.cc）  0.0001BTC 

GMOコイン  0.0001BTC 

DMM Bitcoin  0.001BTC 

2018年5月1日現在　参照元：仮想通貨のやさしい始め方

https://www.crypto-currencies.jp/bitcoin/acquisition/howmuch.html 

 

２−３．仮想通貨を高値で売る 

次に、最高値の取引所（ビットバンクの￥1,040,005)で、先ほど購入した

ビットコインを売るために、購入した取引所（BINANCE)から販売に使用す

る取引所（ビットバンク）に、コインを移動（送金）します。 

 

２−４．日本円に替え、出金する 

振込先の口座を指定し、出金申請をすれば出金は完了です。約1~2営業日前

後で振り込まれます。これで、アービトラージは完了！ 
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２−５．忘れちゃならない手数料 

実は、アービトラージを比較的少額の取引金額で行う場合、利益を圧迫する

要因となるのが、各種手数料です。 

 

・売買をする際 

・コインを送金する際 

・日本円に替え出金する際 

取引所によっては手数料がかかります。 

 

理論上は、少額でのアービトラージは可能ですが、この手数料を考慮するな

らば、ある程度の資金を投入しないと、取引のうま味は感じられないでしょ

う。 

 

※下記一覧表は「仮想通貨の教科書」より引用　 

※アルトコインとは、ビットコイン以外のコインの総称 

※取引手数料がマイナスということは、取引したら手数料がもらえるということ。 

bitbankで手数料がマイナスになるのは指値注文（＊1）で取引した場合。 

成行注文（＊2）で取引した場合　は手数料はプラスになるのでご注意ください。 

Zaifでは、指値注文でも成行注文でも手数料はマイナスです。 

＊1：価格を指定しての注文 

＊2：その時点での価格での注文 

 

【売買手数料】 
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【送金手数料】 

通貨によって手数料は異なります。 

下記は、一例としてビットコインの手数料についてまとめました。 

 

【出金手数料】 

クイック入金とは、銀行振込による手数料のこと。 

入出金ともに各金融機関によって料金が異なります。 
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３．アービトラージのデメリット 

 
 

前章では、ほかの仮想通貨取引にはないアービトラージの魅力、メリットに

ついてお伝えしてまいりました。 

 

高額な資金がなくても、 

仮想通貨やトレードに関する知識がなくても、 

取引所の価格差さえあれば、誰でもシンプルな取引で始められることが 

ご理解いただけたのではないかと思います。 

 

しかも、たとえ仮想通貨が暴落していたとしても、取引所間の価格差が大き

ければ、むしろ「利ざや（利益）」は増すという安心かつ堅実なローリスク

な取引です。 

 

ただし、そんな安心できる取引ではあるものの、下記の通り、いくつかのデ

メリットがあることもご理解いただきたいと思います。 
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・大きく儲けるのには向かない（手数料によっては儲けがでない） 

利益は、取引所間の価格差によって変動するという性質上、その価格差が小

さなタイミングでは、手数料を差し引くと利益がでない可能性があります。 

したがって、安定した儲けを出すためには、それなりの潤沢な資金が必要と

なってきます。 

 

・取引所を常に見ておく必要がある 

取引所間の価格差は、激しく変動しています。より有利な取引をするために

は、価格差が大きく開いたタイミングで売買を行う必要があり、常に各取引

所の売買価格の変動をチェックする必要があります。 

 

・売却までに価格変動リスクがある 

最安値の取引所でコインを購入した後、別の高値の取引所にコインを送金し

なければならないのですが、送金には、約１時間〜１時間30分程度の時間が

かかります。その間に、大きな価格変動が起こり、売値が下落し、利益が出

なくなる可能性はゼロではありません。 
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４．アービトラージのデメリットを解消できる最強の仕組みとは？ 

 

 

「アービトラージのデメリットを考えると、資金力のない個人の取引では、

あまり旨味はないのではないか」そんな印象を持たれたかもしれません。 

 

たしかに、貯金をはたいて仮想通貨を購入し、暴落におびえながら、価格上

昇を待つことを考えたら、アービトラージははるかにリスクが少なく、安定

して稼げるおすすめの取引です。 

 

しかし、利益の金額は、取引所間の価格差によるもので、常に一定の利益が

保証されるものではありません。 

 

実は、そんなデメリットを全て解消でき、毎月安定して月利５％以上の高い

収益を手に入れられる 非常に理にかなった正統派としてのアービトラージの

運用方法が存在しています。 
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ちなみに、月利５％で運用した場合、２００万円のお金がどのように増えて

いくのか、単利の場合と複利の場合でシミュレーションしてみました。 
※単利・・・預けているお金にのみ利息がつく計算 

　複利・・・預けているお金＋利息に対して利息がつく計算 

 

左列には、銀行普通預金利率・年利0.001％（2018年5月現在）で計算した金

額も掲載してみましたので、下記表にて比較してみてください。 

 

月利５％が、いかに高い利率なのかがご理解いただけるのではないかと思い

ます。 

 

 

 

月利５％を単利計算（毎月利息分をひきだして、元本にのみ利息がかかる計

算）をすると、3年後の元利合計額は投資額200万円の3倍近くになります。 

 

さらに、利息を残したまま運用する複利計算の場合、なんと！ 

3年後は1000万円を軽く超えてしまいます。 

 

対して、銀行普通預金の利息は、3年間でたったの60円！ 
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それでいて、ATM時間外手数料に1回216円もとられる現状を考えると、驚き

を超えて、怒りすら感じますよね。 

 

あなたがもし、ある程度まとまった資金をお持ちで、現在、銀行に預けてい

らっしゃるとしたら、そのお金はまさに「死に金」。 

 

できれば「生き金」として活用したいものです。 

 

THE FINALでは、このようなローリスク・ハイリターンの安定型アービト

ラージの仕組みもご提供もしています。 

 

もし少しでもご興味あれば、このレポートをお渡ししてもらった方にご連絡

を頂ければ詳細をご案内させて頂きます。 

 

この度は最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。 
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