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通勤ラッシュの終わり始めた深夜の北千住駅三番線 

一人の金髪の少女が青色の快速電車に乗り込んでいく 

「次はー、みなみせんじゅー」 

新型コロナウイルスの大流行という未曽有の事態が発生したことなど関係なく 

今日も列車は多数の社畜を運んでいく。 

 

BGM「常磐 3-1 番(ときめきポポロン♪)」 

 

ドアが閉まり、列車が都心へとむけてスピードを上げていく。 

少女は肩にかけたポシェットの中を軽く探り、中から黄金色の液体の入ったペットボト

ルを取り出した。ふたを開け中身がぴゅぴゅっと飛び出すことなどだれも見向きもしな

い。そう、彼女がその手を振りかざし、マッチに火を灯すまでは。 

 

「うわーーーーっ！ジョーカーだーーーー！」 

「車内が燃えてるぞー！誰か！非常ボタン押してくれーっ！」 

「向こうの車両に逃げろー！」 

「ママー！こわーい！！」 

「なんとかなれーッ！」 

 

燃え盛る火の中金髪の少女は冷めた目で車内を見渡していた。 

シャロ「あははははー！たーのしー！ごま油のボトルもう一本開けちゃおうかな！って、

おっとと」 

非常ボタンが押されたのだろう、列車は急激に速度を落とし始める。 

毎日のようにジョーカー事件が起きている木組みの街のことだ、間もなく警察が駆けつ

けるだろう。 

シャロ「さてと、そろそろおしまいかな？」 

誰もいなくなった車内で少女はそうつぶやいた。 

刹那、轟音が響き渡る 

シャロ「な、なに！？！？」 

見れば、近くのビルが爆発炎上しているではないか。 

シャロ「いったい誰が、ビルを爆破したの・・・？」 
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チノ「シャロさーん！迎えに来ましたよ！」 

シャロ「チ、チノじゃない！」 

チノ「挨拶はいいですから、早くこのシビックに乗ってください！すぐ警察が来ますよ！」 

シャロ「も、もしかしてあのビルを爆破したのも！？」 

チノ「当然です、あのビルにはスター○ックスが入っていましたからね。軽く吹っ飛ば

してやりました。ついでにどさくさに紛れてシャロさんも回収しますよ！」 

シャロ「助かるわ！ってシビック！？これシビックなの！？」 

チノ「細かいことはいいんですよ！」 

シビック「プイプイ！」ﾝﾊﾞｧｧｱｱｱｱｱｱｱ 

チノ「さあ！行きますよ！」 

こうして常磐線のジョーカーは行方をくらました。ジョーカーのことは誰も知らない、

誰も見向きもしないから。 

 

第 1 羽 ノーポイッ 

 

ココア「おお、シャロよ。しんでしまうとはなさけない」 

チノ「惜しい人をなくしました」 

シャロ「死んでないわよ！！チノのシビックの運転がやばすぎたんでしょ！」 

チノ「はい、今日の複線ドリフトは終わり。お疲れさまでした」 

シビック「プイプイ！」ﾝﾊﾞｧﾝﾊﾞﾊﾞ…ﾝﾊﾞｯ… 

シャロ「チ、チノちゃん運転激しくしないで！」 

チノ「うるさいですね・・・・・・」 

ココア「ところでシャロちゃんはどこに遊びに行っていたの？」 

シャロ「うっ、実は線路にほっぴんジャンプしようと新小岩駅に行こうと思っていたの

よ！」 

チノ「なるほど、成田エクスプレスが高速に通過することに定評のある駅ですね」 

シャロ「また株で大損失出しちゃって、もう正直人生どうでもいいかなって」 

ココア「ご注文はロスカット！ヘイ！お待ちぃ！」 

チノ「ココアさん、うるさいです」 

シャロ「そう思ってたんだけど、いざ新小岩駅に行ってみたらホームドアがいつの間に
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かできてるし、これだけ株価が低迷してるのに世の中は全然いつも通りなのよ！それが

すごく腹立たしくて・・・世の中理不尽じゃない！」 

ココア「なるほどなるほどー♪」 

シャロ「あまりに腹立たしかったから、思わず荒川沿いのスーパーでごま油を買って電

車に乗り込んじゃったの」 

チノ「そしてジョーカーになってしまったと」 

シャロ「う、うん・・・」 

ココア「チノちゃん迎えに行ってよかったねー」 

チノ「まったく、しょうがないシャロさんですね・・・」 

ココア「とりあえずロスカットを注文するね！」(ﾎﾟﾁｰ 

シャロ「ひいいい！私の含み損が！確定損に！」 

チノ「シャロさんにイナゴグロース株投資は早かったみたいです」 

ココア「そうだねー、今日はバリュー株投資をやってみようかな」 

こうしてシャロは今日から Twitter でイナゴしながらトレードする手法からバリュー株

投資へと切り替えるのだった。しかしバリュー株投資とは一体何なんだろう、話題の株

を買って上がったら売るだけでは株は勝てないのだろうか。 

 

チノ「ところでシャロさん、ここにラビットハウスの株があるのですが買いませんか？」 

シャロ「買うわけないでしょ！」 

チノ「仕方がないのでシャロさんのパンツとセットでメルカリで売ります」 

シャロ「売るなーっ！」 

 

第２羽 バリュー株投資は【投資 or 凍死】 

 

チノ「ところでシャロさんはどうしてまた株で負けたんですか？」 

シャロ「それは簡単よ！このツイッターでフォロワーがたくさんいるトルコ人がこの株

を買った！って言ってたのでこれはチャンスと私も全額その株に突っ込んだのよ！」 

ココア「あっ！わかったー♪その直後急落したんでしょー」 

シャロ「そうよ！悪い！？思わずそこで手放したらまた株価は戻っちゃって・・・。そ
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のあともずるずる取引していたらどんどんお金が減っちゃったのよ！」 

チノ「ありがちな負けパターンですね」 

ココア「そうそうー」 

シャロ「適当に売り買いしてるだけじゃ負ける！と思って今度はハイレバ短期勝負に出

たのよ、そしたらさっきのロスカットでもう一文無しよ！」 

ココア「そうだチノちゃん！私の前でしかやらない例の顔やって！」 

チノ「ほら（ヤレヤレです）」 

シャロ「チノの嘲笑の表情！」 

ココア「ほら(ヤレヤレだね……)」 

シャロ「いちいちムカつくわね！」 

チノ「シャロさんは一度投資のルールを決めるべきではないでしょうか」 

シャロ「決めてるわよ！10%下落したらロスカット！材料もないところでエントリーし

ない！含み益になってもすぐに利益確定しない！含み損になってもナンピンしない！」 

チノ「守られたためしがないですけどね」 

ココア「ほら(ヤレヤレだね……)」 

シャロ「じゃあどうすればいいっていうのよ！」 

ココア「バリュー株に投資すればいいんじゃないかな？」 

シャロ「はあああああ！？バリュー株ってあの値動きとか全然ない鉄とかガラスみたい

な株！？！？そんなの 100 年たっても儲からないわよ！」 

ココア「ふっふっふー、お姉ちゃんにまっかせなさーい！」 

チノ「とりあえずシャロさんは種銭を稼ぐために今日から夜の部のシフトを増やしてお

きますね」 

夜の部とは、喫茶店ラビットハウスは昼の営業は純喫茶、夜は遊郭ラビットハウスとし

て夜のお侍さん向けの営業をしていることはあまりにも有名である。 

ココア「うちも人手不足だからねー、今日から忍者フェアをやるからよっろしくー」 

 

その夜 

 

拙者「むっ、遊郭か…」 

ココアお姉ちゃん「いらっしゃいませー！」 

拙者「むっ…」 
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拙者(拙者、主人にこの娘らで、と合図を出す) 

シャロ「はい……ご指名ありがとうございます……♡」 

千夜「今日は二人でお相手しますね」 

 

シャロ「ほらこっち座って座って」 

シャロ「お侍さんはこういうえっちなお店初めて？」 

拙者「今月は 4 回目でござ・・・」(拙者、恥辱に顔を背ける) 

千夜「だいじょーぶよー♡甘兎忍法を見せてあげるわ♡」 

シャロ「怪盗ラパンが本日お侍さんの心を盗みに参上します♡」 

千夜「はい、甘兎忍法ぬぎぬぎのじゅつ～♡」 

拙者「・・・！な、なにをする！！！この売女風情が！」 

千夜「え・・・？そこのおっきくなってるおちんちんを外に出そうと思って♡」 

シャロ「えっちなこと、しに来たんでしょ？」 

シャロ「それとも恥ずかしいから、先にこの・・・おっぱい飲んでからにする？」 

シャロ「ほら、おっぱい・・・舐めてもいいのよ♡」 

拙者「――！」（拙者、目前に放り出された貧相な胸を見て驚愕） 

千夜「ほ～ら♡こっちの大きなおっぱいをちゅーちゅーしましょうね♡」 

拙者「――！――！」（拙者、目前に放り出された豊満な胸を見てさらに驚愕） 

拙者「そう乳を出されては、勿体無くて仕方がない」 

拙者「頂戴する」ﾁｭｰﾁｭｰ 

千夜「あっん♡歯・・・あたってる♡」 

シャロ「ほら、頭なでなでしてあげるわ」ﾅﾃﾞﾅﾃﾞ 

拙者（んん♥おねーちゃんしゅきぃ・・・♥） 

千夜「大泥棒イナバのおっぱい、美味しかった？」 

拙者「うん・・・♥あ、あのねおねーちゃん・・・」 

千夜「どうしたの？もじもじして♡」 

拙者「おちんちん・・・。おちんちんいじってほしい・・・♥」 

千夜「・・・♡大泥棒イナバと怪盗ラパンにまっかせなさーい♡」 

拙者「ｱｯｱｯｱｯ・・・おねーちゃんしゅきぃぃぃぃ♥♥♥」 

ヤバすぎでしょｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗWWｗｗｗWwWwwWwW 
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シャロ「さて、今日はお給料と YouTube の配信の収益も手に入ったし、さっそく入金し

まーす♪入金配信しなきゃ」 

千夜「ふふっ、シャロちゃんのフルレバ全力投資配信楽しみねー」 

＊＊「うわあああ！逆神が帰ってきたぞー！」 

チノ「待ってください、とりあえず YouTube のアカウントは削除します」 

シャロ「んなあああああああ！？せっかく収益化していたのに！？」 

チノ「今日はバリュー株を買ってもらいます、ハイレバ爆損芸人やってる場合じゃあり

ません。酸素呼吸器も捨てておきました」 

シャロ「バリュー株……？」 

チノ「バリュー株とはですね」 

 

チノ「バリュー株を簡単に言えば不人気で株価に業績や資産価値が反映されてない銘柄

になります」 

チノ「一方のグロース株は毎年業績が伸びていたり、株主還元が充実しているなど人気

で株価が指標に対して割高な銘柄になります」 

シャロ「ふーん」 

チノ「例えばこの温度センサーを生産している(6850)チノーのチャートがこれになりま

す」 

•PER/PBRが低い

•配当利回りが高い

•金融、商社、工業、鉱業、運輸などに多い

バリュー株

•PER/PBRが高い

•配当利回りが低い、または無配

•IT、バイオ、ゲーム、サービスなどに多い

グロース株
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シャロ「100 円も動いてないじゃない！」 

チノ「そしてこれが同じ時期の日経平均の株価になります」 

 

シャロ「こないだ私が爆損した岸田ショックの時期のチャートじゃない！数日で 10%近

く下落して頭がぴょんぴょんしそうだわ・・・」 

チノ「それはさておき、こういった銘柄は指数が乱高下する場面で投げる人も少ないの

で年に何度もある仕掛け売りに対して非常に強いです」 

シャロ「そもそも上がらないんじゃ買う意味ないじゃない！」 

チノ「はい、バリュー株は人気がないからバリュー株なのであって、基本的には上がる

ことはありません」 

ココア「バリューセットだよ！」 

チノ「ココアさん、バリュートラップです」 

チノ「バリュートラップと言うのはですね、一見バリュー株はほかの銘柄に比べて割安

に見え、お買い得に思えます。しかしお得と思って買ったはいいが実際に保有してみる
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と永遠に株価が上がらないことがしばしばあります。それをバリュートラップと言って

割安な株にはすでに割安な理由があって、それが変化しない限り割安な値段が適正価格

であることに注意しないといけません」 

チノ「ラビットハウスのコーヒーが 400 円、マク〇ナルドの泥水コーヒーが 100 円、安

いのはマクドナルドかもしれませんがラビットハウスのほうが圧倒的にコスパ最高のコ

ーヒーであることは疑いようのない事実ですね。それと同じことです」 

シャロ「めっちゃ早口で言ってそう」 

ココア「逆にスタバのコーヒーみたいに高いだけの意識高いぼったくり泥水がグロース

株ってことだね」 

チノ「その通りですココアさん、やはりスタバは爆破するしかないようですね。」 

千夜「まあ株はコーヒーと違って、その日その時で会社の業績も変わってくるし、会社

のビジネスの風向きも変わってくるのよ～」 

シャロ「ふーん、じゃあもしかしてバリュー株を買うっていうのは」 

チノ「そうです、バリュー株を買う理由はその潮目の変わる瞬間、通称『カタリスト』

を狙っていくからです」 

シャロ「カタ・・・リスト・・・」 

 

そう、バリュー株投資の本質は株価の本質の変わる瞬間、カタリストを探しに行くことだ

ったのだ。 

 

チノ「ちなみにバリュー株には、電力会社やたばこ会社のように今後もほとんど業績が

変わらない銘柄もあります。そういった銘柄にはカタリストの可能性はないどころか大

暴落の可能性もあるので注意ですね。」 

 

シャロ「ふーん、じゃあどういう株を買えばいいの」 

チノ「カタリストはバリュー株がグロース株になることに他ならないのでグロース株の

選び方と同じですね。基本的に買った後にイナゴが付いてきそうな銘柄、世間受けのい

い技術を保有しているとか、需要ひっ迫が予想されている製品を作っているとかですね。

最近だと半導体関連とかでしょうか」 

シャロ「ふーん、まあよく分からないからインサイダーをすればよさそうね！」 

ココア「シャロちゃんがインサイダーだと思ってるのは、Twitter でフォロワー多い人の
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発言を鵜吞みにしてるだけだからね？あの人たちイナゴさえ集まればいいと思ってるだ

けだからね？」 

 

Tips：バリュー株投資で儲ける唯一の方法はカタリストからの上昇トレンドを探し出

すこと！逆に今後のカタリストが期待できない銘柄はいくら割安でも買ってはダメだ 

 

Tips：基本的にツイッターで銘柄を探さないこと。 

 

シャロ「そう言われてもバリュー株の探し方とかわかんないし！」 

ココア「基本的にこんな感じだよ～」 

 

■すぐ分かる！バリュー株を探すときに見る数字(星は重要度) 

・配当利回り(3%以上が目安)☆☆☆☆☆ 

・優待利回り(優待＋配当で 5%くらいあると◎) ☆☆☆・・ 

・PBR(会社の資産に対しての割安度、一般に 1 以下で割安) ☆☆☆☆・ 

・PER(会社の稼ぎに対しての割安度、一般に 15 以下で割安) ☆☆・・・ 

・ROE(会社の稼ぎの効率の良さ、10%くらい欲しい)☆☆・・・ 

・信用比率(信用買が多い銘柄は避ける！)☆・・・・ 

・取引注意情報(債務超過等の銘柄は長期保有厳禁)☆☆☆☆☆ 

 

チノ「とりあえず確実にもらえる配当や優待は考慮しやすいと思います。」 

チノ「あとは会社の資産価値に対して割安かどうかの PBR で銘柄を選びましょう。一方

で PER の低い銘柄は業績に対して今の株価が割安なのですが、今後の業績悪化を織り込

んでいることが多く、実際に業績悪化して大幅安の可能性もあるので買う前に業績の推

移を見て一発当てただけの銘柄ではないことを確認したいですね。」 

チノ「本当は還元性向も見ておくとよいのですが、ちゃんと株主に還元している銘柄は

概ねすでに割高のことが多いです。」 

シャロ「ふーん。なんだか PER とか PBR とか ROE とか謎の数字ね」 

チノ「あと株価は需給に左右される部分が多いので、売りたい人が多ければ業績がいく

ら良くても下がります。信用買の多い銘柄や機関が空売りしている銘柄は飛びつかない

ことです」 
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第３羽 さよなら木組みの街(毛玉は留守番です) 

 

ココア「みんな突然ですが聞いてください！重要なお知らせがあります！」 

ココア「この旅の最中は共同生活・・・つまり家族も同然です！」 

ココア「ここで言っておきたい事がひとつ・・・」 

千夜「なーにー？」 

ココア「私がお姉ちゃんで、あとは全員妹」 

リゼ「保護者が必要だな」 

 

今日、私たちは木組みの街を離れ、大都会ゴッサムシティへと旅行に向かっている最中

です。せいぜいラビットハウスはたいして客も来ませんし毛玉に任せておけばいいでし

ょう。今回はロスカット芸人のシャロさんが一緒ですし青春 18 きっぷとムーンライト

ながらで格安旅行です。おや、マヤメグさんたちはどこに行ったのでしょうか。 

 

マヤ「列車探検だー」 

メグ「おー！」 

マヤ「一等客室に行ってみよー♪」 

メグ「迷惑だよぉ」 

エル「庶民席ってどうなってるのかな」 

ナツメ「まって、一緒に行くから」 

マヤ「……メグ、今の聞いた？」 

メグ「金持ちは忌々しいよねえ」 

マヤ「所詮親ガチャに成功しただけだよな」 

メグ「私たちが貧乏人に見えたのかな？」 

マヤ「そうだよあれは庶民を見下してたよ！あいつらガソリンの味も知らないんだろ？」 

マヤ「庶民の生活を好奇心で覗きに行くなんて！」人のこと言えないよ 

マヤ「ごきげんようの挨拶もなかったし」（ぷっぷくぷー 

メグ「みんなー、お金持ちの好奇心の餌食になるんだねー」 

マヤ「シャロー！私たちこのままじゃだめだ！奴らに対抗しうる作法を叩き込んでー！」 

シャロ「へ！？そうね、まずは FX の口座を開設して・・・」 
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メグ「リゼさん！金持ちを組み伏す格闘術を教えて！」 

リゼ「うーん、メグの場合まずは体つくりからかなあ」 

千夜「リゼちゃんとシャロちゃんがお姉ちゃんみたいね」 

ココア「・・・・・・」 

  

チノ「ところでシャロさん、投資の時はレバレッジをかけていると思いますがどうして

だと思いますか？」 

シャロ「そりゃハイレバのほうが楽しいからでしょ！」 

チノ「だめだこいつなんとかしないと」 

ココア「違うよシャロちゃん！レバレッジをかけるのはそれが庶民が唯一金持ちに勝つた

めの方法だからだよ！」 

シャロ「どういうこと？」 

チノ「株で勝つためには基本的に資金が多ければ多いほど勝ちやすいです、例えば株が

急落するときシャロさんはどうしますか？」 

シャロ「配信ネタができるのですぐ実況配信を開始するわ！」 

チノ「こいつマジやべえですね、貧乏人はここで慌ててロスカットしたり、気絶したり

しているのではないでしょうか。なぜなら貧乏人はもうできることがないからですね。

株が暴落したらお祈り気絶でしょう」 

シャロ「年数回はなんだかんだ理由をつけて株価が暴落するわね・・・・・・」 

ココア「ところがどっこい、お金があればそこでさらに買い増しして反撃のターンを待

ったり、まだ下がりそうとみて空売りを仕掛けたり、大きな板を出して仕手株ごっこを

したりもできるのだ！」 

 

チノ「他にも、例えば日本株で有名企業をいくつ思つきますか？」 

シャロ「例えば、ソニー、キーエンス、任天堂、トヨタ、東京エレクトロンあたりかし

ら」 

チノ「それらの現在の値段は、ソニーなら 140 万円、東京エレクトロンが 615 万円、キ

ーエンスなら 717 万円です」(※2021 年 12 月現在) 

シャロ「は？買えるわけないじゃない！」 

チノ「そういった優良株は貧民が寄り付かないから優良株なんですね。金持ちはそうい

った優良株で安定して稼いでいくことができます」 
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ココア「株式分割で貧民が買いやすくなると優良株が途端にゴミ株になるのは株式投資

あるあるだね」 

シャロ「ぐぬぬ・・・」 

ココア「そんな株を買うにはレバレッジをかけて、自分の資金量以上の取引をすれば、

金持ちと同じ舞台に立てるのが株式投資なんだよ～」 

シャロ「そ、そうだったのね・・・」 

チノ「決してレバレッジはロスカット芸人するためにあるのではありませんよ、シャロ

さん」 

シャロ「あっ！分かった！普通にハイレバ投資をすると、すぐに強制ロスカットされて

しまうけど、値動きの地味～～～なバリュー株に投資するってことは」 

チノ「そうです、バリュー株や分散投資は値動きが少ない分、レバレッジを掛けること

によってかんたんにロスカットされにくく、大きな金額を動かすことができるのです。

バリュー株×分散投資×レバレッジは投資のポートフォリオの基本形の一つです」 

シャロ「ふーん、ハイレバ短期勝負の真逆のレバレッジの掛け方ね」 

チノ「そうですね、ただバリュー株にレバレッジを掛ける場合は PF の組み方だけでな

く、レバレッジの倍率のコントロールが重要です。なんとかショックの時はグロースバ

リュー関係なく売られまくるので、そういった時に強制ロスカットされないように余裕

を持ったレバレッジで投資したいところですね。」 

シャロ「あっ！でも信用取引って 6 ヶ月で強制決済されるんでしょ？？？」 

ココア「最近は無期限で信用取引できる、一般信用もあるんだよ～」 

チノ「そうですね。なので信用取引でレバレッジを掛けて、ひたすらカタリストの起き

る瞬間まで耐えるのが分散レバレッジ投資法になります。」 

シャロ「これで無限ナンピンできるじゃない！ガンガン買うわ！」 

 

チノ「ちなみに初心者向けにレバレッジのかかった ETF や投資信託もあるので最初はそ

ういったものから始めるのがいいでしょう。以前流行した『グローバル 3 倍 3 分法ファ

ンド』もレバレッジを掛けつつポートフォリオを分散させることで下落局面にも上昇局

面にも強いという謳い文句の投資信託でした」 
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※日興アセットマネジメント「グローバル 3 倍 3 分法」の設定来チャート。資産を株、

リート、債券に 3 分割投資しつつレバレッジを 3 倍掛けることで分散投資のデメリッ

ト、集中投資のデメリットをそれぞれ打ち消す戦略のインデックスファンド。コロナ

で大きく基準価額を下げたもののそれ以外では右肩上がりの優秀な投資信託となって

いる。分散投資は資金に対するリターンが下がるのでレバレッジ×分散の投資戦略は

非常に有効であると考えられる 

 

シャロ「レバレッジを掛ければ掛けるほど儲かるとかあたり前ね！さっそくトルコリラ

をレバ 20 倍で買ってスワップポイントで FIRE を目指すわ！トルコリラはなんと金利

19%！レバレッジをかければ金利 380％！？寝てるだけでお金が増えるとはこのこと

よ！」 

チノ「あっ、待ってくださいシャロさん」 

シャロ「買って 5 秒で強制ロスカットされた！？」 

チノ「そりゃレバレッジをかけてだれでも勝てるなら今頃みんな億万長者でしょう」 

 

バリュー株は値動きが小さい分、レバレッジを掛けてその値動きを大きくするスタイル

の投資法も検討に値しそうだ。しかしレバレッジを掛けた投資、自分の身の丈に合わな

い投資は果たして安全なのだろうか。 
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Tips：レバレッジ投資法は強烈な反面ポジション管理が非常に重要だ。危険な局面で

は悩むことなく損切りしてポジションを減らそう。 

 

シャロ「助けて！着る服がないの！」 

チノ「また無一文ですか」 

ココア「キグミンを貸してあげよう！」 

千夜「冬を越す分は渡したはずだけど……」 

チノ「かんたんな投資法があります、全力 3 階建てです。アイ○ルでお金を借ります。

そのお金で株を買います。その株を信用にフルレバで買います」 

シャロ「命懸け！？」 

ココア「まあでも今はゼロ金利で金利安いし、お金を借りて取引するのもワンちゃんだ

よ！」 

チノ「そうですね。逆に金利上昇などのテーパリング局面では、世界中からお金が回収

されることになります。そうなるとたとえ分散投資をしていても、あらゆるアセットク

ラスが暴落する局面も数年に一回あります。」 

シャロ「ふーん、まあどっちにしろお金ないし！」 

千夜「ないぞうがあるぞう」 

シャロ「千夜が言うとリアルすぎて怖すぎる！？！？」 

 

Tips：市場に資金が出回るようになる緩和局面では金利が安く、レバレッジは非常に

有効だ。しかしその逆に資金を回収されるテーパリング局面や、資金がうまく回らな

くなる緊縮局面では、たとえ分散投資をしていてもすべてのアセットクラスから資金

が引き上げられ、分散投資がうまく働かずレバレッジの分のダメージが直撃の可能性

もある。レバレッジポートフォリオはマクロの政治経済に左右されやすい。 

 

チノ「どうせ旅行中でも破産すると思っていました。そんなシャロさんが路銭を稼げる

ように、ちゃんと遊郭の衣装を用意しておきましたからね？さっさとパパ活でお金稼い

できてください。」 

ココア「やったねシャロちゃん！おかねがふえるよ！」 

シャロ「表紙の衣装はこれのフラグだったの！？」  



ご注文はロスカットですか？2  

 

16 

 

第４羽 ネバー、エンドレス、バリュー株 

前回のあらすじ 

ココアとチノがはぐれた 

チノ「ココアさんのせいですよ」 

ココア「ごめんねチノちゃん～」 

チノ「ぷんすかぷん」 

ココア「ぷんぷんしないで～」 

チノ「ぷんぷ・・・」 

チノ「ふあぁぁぁ」 

ココア「チ、チノちゃんどうしたの！？」 

チノ「見てください、株価が真っ赤になってます！」 

チノが指さす先、ゴッサムシティの証券会社のオーロラビジョンに本日の株価が映し出

されている。真っ赤な数字を眺める人々はみな呆然とした表情をしたり、うつぶせに倒

れこんだりしている。さながら地獄があればこんな感じだろうか。 

チノ「シャロさんがいたら『なんじゃこりゃあ』ですね」 

ココア「はぐれちゃったのが残念だったね」 

シャロ「なんじゃこりゃあ！」 

チノ「いたんですかシャロさん」 

シャロ「あばばばばばば」 

チノ「へんじがないただのしかばねのようだ」 

チノ「とりあえず、シャロさんを引きずっていかないとですね、ヨイショ、ヨイショ」 

ココア「あそこに喫茶店があるよ！ここで次の電車が来るまでお茶しない？」 

チノ「え”っっ」 

チノ「あれは意識高い系の都会のコーヒーチェーン店じゃないですか、マヤさんが都会

のチェーン店には警戒しろと」 

ココア「ここまで来といて！？」 

チノ「いえ、警備が田舎のコーヒー店より厳重なので爆破するには綿密な下調べが重要

と」 

ココア「あはは～そっちの心配か～」 

ココア「あっ！リゼちゃんがここからトラムで乗り継げばホテルに向かえるって！」 
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チノ「意外と近いんですね」 

ココア「皆より一足お先に冒険しちゃおっか」 

チノ「……はいっ！」こういう時のココアさんは頼りになるかも 

ココア「よーし、出発だー！」 

チノ「ココアさん、出口はこっちです！」 

こうして二人は茫然自失のシャロを引きずりながら、ゴッサムシティの冒険へと旅立つ

のだった。 

 

チノ「トラムから海が見えます……」 

シャロ「私には天国が見えたわ」 

チノ「おや、シャロさんお目覚めですか」 

シャロ「なんだかのどが渇いたわね……」 

ココア「あれはっ！さっきもあったなんかおしゃれな喫茶店」 

ココア「あっ、でもあのお店が怖いなら別のところで……」 

チノ「行ってきます(ｻﾞﾂ」 

チノ「・・・クリーミー・ヘブンズ☆ナッツパッションアイスモカチーノなんてふざけ

た商品に決まってます。こんなのうちの喫茶店と全然違う・・・」 

シャロ「あっ！ちょっと待って！私このチェーンの株主優待券持ってるから消費する

わ！」 

ココア「やった～！シャロちゃんのおごり～♪」 

シャロ「株主優待券、持ってるだけで含み損が気になってくるから早く使い切ってしま

いたかったのよね」 

チノ「じゃあ私はクリーミーさんを」 

ココア「私はタピオカミルクティ～」 

シャロ「いいわ！株主優待で払うから、その分現金で頂戴ね！」 

ココア「えっ」 

チノ「さすがにドン引きです」 

シャロ「わ、分かったわよ！ここは私のおごりよ！」 

チノ「ココアさん、ココアさん。シャロさんちょっとうざくないですか？」 

ココア「駄目だよチノちゃん！私もすごくうざいって思ってるから～」 

シャロ「優待って楽しいわね～♪」 
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チノ「・・・」 

 

 

その後もシャロさんは株主優待券が使える店を見つけるたびに目を輝かせて入ろうとす

るのでえらいホテルにたどり着くのに苦労しました。さすが都会、いろんなお店があり

ます。 

 

チノ「でもシャロさん、含み損の株を損切りせずに持ち続けてるなんて成長しましたね。」 

シャロ「まあ持ってるだけで優待も配当ももらえるしねー」 

 

Tips：バリュー株の中でも狙い目は配当のたくさんもらえる高配当株や優待株だ！万

一含み損になっても、半年に一度株主優待がもらえる銘柄だとなんか得した気分にな

って精神的に楽。一方でグロース株はほとんどが無配だったりわずかな配当しか貰え

ないので含み損を抱えたまま保有するのは精神的に厳しい。グロース株は早めの損切

りが重要だ。 

 

チノ「なるほど、ラビットハウスも株主優待を設定して株主還元に努めることを検討し

ないとですね」 

ココア「優待はウサギのもふもふ権がいいかな～」 

チノ「隠し撮りした皆さんの寝顔ブロマイドにします」 

シャロ「JK との握手券付ければチョロいわね」 

毛玉(「お前ら好き勝手言いおるの・・・」) 

 

ナツメ「ラビットハウスって株式買えるんだ。買収すれば友だちになれるかも」 

エル「お金は捨てるほどあるしね、優待ももらえるなら全部買っちゃおうか？」 

毛玉(「ワシの喫茶店～～！！」) 
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ついに旅行最終日の夜です 

シャロ「ない！ないないのない！今日が帰る日なのに！」 

ココア「シャロちゃんのお金がないのはいつものことでしょ？」 

シャロ「私の下着が足りない」 

リゼ「昨日の洗濯当番チマメだったな」 

マヤ「おはよー！いい朝だね」 

メグ「最後の洗濯物取り込んできたよ～」 

千夜「みんなで洗濯し合ったりした共同生活、それももう終わりなのね」 

シャロ「この中にもパンツない！」 

ココア「お金なくてメルカリで売ったんでしょ」 

チノ「メルカリは魔境ですからね・・・」 

シャロ「あーっ！ワイさん！？」 

マヤ「犯人だ！捕まえろ！」(八つ裂きにしてやるぞ～ 

シャロ「待てーっ！」 

千夜「シャロちゃんたら、すっかり打ち解けて」 

チノ「ふふふ」 

ココア「チノちゃん？」 

チノ「いえ、なんだか最後の朝なんでもっとしんみりすると思っていたんですが」 

チノ「こんなことで最後までドタバタしてるのがおかしくって」 

シャロ「こんな事じゃないのぉ～～～！」 

 

マヤ「それじゃしゅっぱーつ！今日はどこいこっか」 

チノ「マヤさんたら、まだ街に残るつもりですか？」 

マヤ「ついクセで」 

ココア「私ここに残るよ、みんなには黙ってたけどもっとひろゆきの修行を続けたいん

だ」 

チノ「一体どういうことですか！？」 

ココア「そのどういうことですかという質問ですが、それってメリットとかってあるん

ですかね？」 

チノ「メメメ・・・メリットですか？」 
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ココア「一般論としてはフランスではまずコンセンサスを得るのが一般的と思います

ね」 

チノ「ここは最初からフランスです！ああいや日本でしたっけ・・・？」 

チノ「とにかく！ココアさんわがまま言ってないで帰りますよ！」 

Cacao「Ce sont toutes mes sœurs.」 

Chino「La grande sœur est une menteuse」 

ココア「・・・」 

チノ「ココアさん、嫌いになりますよ？」 

ココア「じょ、冗談だよ！？なんでそんなに怒ってるの？」 

チノ「怒ってません！！！」 

ココア「ひろゆきはもうコリゴリだよ～」 

 

こうして旅人たちは帰っていきました。周りの人を巻き込んだ素敵なカフェとともに。 

楽しんでほしい、笑顔が見たい。ついでに論点をずらす。 

彼女たちのひろゆき語録は知らずに支配者の心にも希望の火を灯すでしょう。 

7 人の歩んだ道には幸せの足跡が残るのです。 
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終章 ご注文はロスカットでしたか？ 

 

タクシーの運転手「本当にここでいいんですか？」 

少女は何も言わず Suica でタクシー料金を払うと 

薄暗い山道のほうへ去っていった。 

草木も眠る丑三つ時 

一人の金髪の少女がケモノ道のような山道を月明かりの中歩いていた。 

サクサクと落ち葉を踏みわける音だけが聞こえる。 

山道をしばし歩くと、ふと視界が開ける。 

月明かりすら届かない漆黒の闇の向こうからはごうごうと波間の音が聞こえてくる。 

おそらくここは崖になっていてこの向こうは海なのだろう 

いや、漆黒の中にわずかな光が見える。 

そこには一台の自動販売機と電話ボックスがあった。 

シャロ「ようやく着いたわね」 

電話ボックスをよく見れば 10 円玉が積まれメモが貼り付けられている。 

「03-3264-4343 東京いのちの電話」 

「ここにたばこ入ってます」 

「本当に大切なあなたへ」 

「隣の自販機でまずはコーヒーを飲んでください」 

 

シャロ「ここが・・・天空カフェテリア・・・」 

 

そう、ここは天国に一番近い自動販売機 

誰がそう名付けたかはもうわからないが、 

「天空カフェテリア」と呼ばれていた。 

 

自販機にお金を入れコーヒーと引き換える 

こんな山奥まで歩いてくる輩がコーヒー一本でこの先に進むことをためらうとも思えな

いが、暖かなコーヒーを喉に通すと不思議と心が安らぐものだ。 

シャロ「何もこんな場所にしなくてもよかったのにね、まあここなら誰も来ないけど」 
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そういいながらスコップで自販機のそばの地面をザクザクと掘っていく。 

シャロ「あっ」 

どうやらお目当てのものを見つけたようだ。 

シャロ「良かった、ちゃんとあった」 

土の塊を落とすと、それはどうやらタイムカプセルのようだ。 

そう、3 年前の今日、彼女たちが埋めたものだ。 

 

―――3 年前 

チノ「シャロさん、またロスカットしたのですか？」 

シャロ「だ、だってまた株が暴落したらって思うと！」 

チノ「今はちゃんと適切なレバレッジを守ってますし、リーマン級の暴落でも来ない限

り強制ロスカットはないと思いますが」 

シャロ「う、うう」 

ココア「そうだ！いいこと考えた！」 

シャロ「な、なによ！」 

ココア「シャロちゃんも本気で長期投資するなら、全部現物のバリュー株にしてタイム

カプセルに入れておけばいいんじゃないかな？」 

シャロ「タイムカプセルに？」 

ココア「そうそう！本気で今の株が上がるなら、何も触らずにほったらかしておくのが

一番だよ～」 

チノ「そうですね、個人投資家で成績が良かった人の属性をフィディリティが調査した

ところ、1 位は『亡くなっている人』で 2 位が『運用しているのを忘れている人』とい

う話もあるくらいです」 

ココア「そのくらい右往左往しないで投資できるかが長期投資のコツだよ！だから今持

ってる株を全部タイムカプセルに入れておこう？」 

シャロ「そ、そうね」 

チノ「3 年後皆さんとお会いできるのが楽しみです」 

千夜「3 年後には甘兎庵も上場できるように頑張るわ～」 

リゼ「ほ、ほら制服のボタン。シャロの分何とか死守した」 

ココア「3 年後、きっと会おうねシャロちゃん！」 
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――― 

あれから 3 年、私ももう 21 歳である。 

ココアは大学を中退して遠く離れた実家のパン屋を継いだと聞くが、あれ以来連絡を取

っていない。 

チノはスタバを爆破しすぎてとうとう警察のご厄介になって今は服役中。 

リゼ先輩は今は遠く離れた戦地、手紙を送ったけど返ってこないわ。 

千夜はふと気づけばいなくなっていたみたい。NFT とかメタバースとかいろいろ怪しげ

なビジネスを始めたと思ったらいつの間にか夜逃げしたらしいわ。 

豆苗隊の面々は、何してるんだろ。まあそれほど興味もないけど。 

こうしてこの約束の場所に今日来たのは私だけだったってわけ。 

月日の流れって残酷なものね。 

 

シャロ「私は株券を入れちゃってるし来ないわけにはいかないわよね。まあ最近は遊郭

でも太客がたくさんついているからそれほどお金に困ってるわけじゃないけど」 

シャロ「でもまさか、シストの地図に量子暗号を組み込んで本当に３年間発見不可能に

してくるなんて、ココアの入れ知恵かしら？流石に信用ないかな～」 

 

そう言いつつも、もしかしてテンバガー？はやる気持ちでタイムカプセルを開ける。 

 

さて、シャロの買ったバリュー株は 3 年後どうなっていただろうか。 

 

――――――ラビットハウスよ、永遠なれ 

 

 

 

了 
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あとがき 

ご注文はうさぎですか？遊郭編はいかがだったでしょうか？最近の株式相場はコロナ

ショックで大暴落したのちに、コロナ対策の緩和で余った資金が株式市場に流れ込み大

幅高を演出・・・したのもつかの間、余った資金によるインフレ懸念から今後株価がど

うなっていくのか全く見通せない状況になってきましたね(2021 年 12 月) 

 さて、今回はバリュー株について書くぞ！と意気込んでみたものの、バリュー株投資

は実際のところはほぼインデックス投資に負ける上に、これ以上下げようがないだろ！

というような株価から余裕で半額になったりするので、正直書くのがとても難しかった

です！というかバリュー株投資とか普通にやめたほうがいい。特に日本株は、PER2 と

か配当利回り 10%とかの株でも平気で割安放置されるほど、日本株である時点で適正株

価が大幅にディスカウントされるのが当然という状況になっています。まあ日本企業は

業績悪化してもなかなか正社員を解雇できず、代わりにすぐ株主に無配とか増資を突き

付けるのでなかなか日本株が割安でも手放しでお勧めできないというのが事実です。た

だし、日本人が日本株に投資する唯一のメリットが「株主優待」でしょうか。株価が暴

落し、含み損だけで死を覚悟するレベルになったときでも、株主優待にかじりつきなが

らひたすら株価が回復するのを耐えるのも投資のスタイルの一つなのかなって思います。

業績が悪化するとすぐ廃止される優待もありますが、それでもよりどりみどり選び放題

の株主優待があるのは日本株の数少ない特徴です。まあ大体インデックス投資で気絶し

てるのが一番いい結果になってそうですが。 

 最近では投資信託にもレバレッジ型のものが増え、自分で株を買って投資するのが非

常に難しい先物などを使って PF を組んでるタイプの投資信託が面白いかなって思いま

す。2021 年一番流行したのはナスダックに 2 倍のレバレッジをかけた投資信託の「iFree

レバレッジ NASDAQ100」、通称レバナスですかね。これ一つ買うだけで APPLE とか

Microsoft のようなアメリカの一流テック企業にまとめて分散投資できてしまいます。海

外の ETF で 3 倍 NASDAQ の TQQQ とか CFD で NASDAQ 指数に投資する方法もあ

りますが、投資信託で超気楽に投資でき、個別株の損益とも年内分は自動で通算される

ので初心者にはバカ受けだったみたいですね。一年を通して NASDAQ が爆上がりだっ

たし、バリュー株とか何の修行だよ！という一年だったかと思います。まあバリュー株

はバリュー株で辛抱強く耐えていれば上がる日も来ると思いますけどね。バリュー株の

ターンはいつか来るのか？優待や配当をもらいながら投資をするのも楽しいかと思いま

す。最後にこの本は投資を推奨するものではなく、投資は全て自己責任で！ 
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用語集 

・「チノ」遊郭ラビットハウスの経営者。うるさいですね……が口癖  

・「ココア」遊郭ラビットハウスのバイト。株式に詳しい  

・「シャロ」株式初心者。先物にも手を出すが必ず相場を逆に動かす「一人の力で日経平

均を動かせる逆神」として有名。種銭は配信での投げ銭？無限入金  

・「リゼ」シャロが憧れる学校の先輩。CQC が得意 

・「千夜」謎の人物 

・「エル・ナツメ」旅先で出会ったアラブの石油王の末裔の双子姉妹。 

・「拙者」お侍さん 

・「スタバ」世界を代表するコーヒーショップ。なぜかたびたび何者かによって爆破され

る。 

・「シビック」いつも不愛想にシビックﾝﾊﾞｱｱｱｱｱして、ワイのお耳イタイイタイなのだっ

た。 

・「ロスカット」株価が値下がりしたときに安値で売る損切のこと。 

・「レバレッジ」手元の資産を信用に資金以上の取引を可能にする制度。 

・「強制ロスカット」証券会社に預けた保証金に対して一定以上の損失を出してしまい強

制的に決済されること。ゲームオーバー。 

・「現物」信用取引でない実際に自分が保有している株式のこと。会社の運営方針を決め

る株主総会に出るための議決権や、株主優待がもらえるのは現物株のみ 

・「信用」現金や株券を担保として証券会社に預けることで、証券会社から資金を借りて

株式を買ったり、株式を借りて株を空売りしたりすることができる制度。日本では担保

の 3.3 倍程度までの信用取引ができる。 

・「投資信託」投資家から集めた資金を運用の専門家が株券債券などで運用しその成果が

分配される投資商品。良い運用ができている投資信託に投資すれば当然儲かるが、損を

することも多い。 

・「ETF」投資信託を上場して債券のように売買できるようにしたもの。株のセット商品

みたいなもの。 
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おまけ 

おすすめ優待銘柄 6 選 

 

(8591)オリックス 必要投資額 23万円 3月
・年一回のふるさと優待がとても豪華で選りすぐりの逸品がもらえる。特に人気

なのは京都水族館オリジナルのオオサンショウウオの特大ぬいぐるみだとか。食

べ物も全国のものがあってここの優待は最高間違いなし！

(9433)KDDI 必要投資額 33万円 3月
・配当利回りが3.7％ほどあり、さらにおまけで3000円相当のカタログギフトが

毎年もらえる。5年以上の保有で5000円相当にアップグレードされるので配当や

優待をもらいながら長期で持ちたい初心者投資家さんにおすすめ。

(3663)アートスパーク 必要投資額 9万円 6月/12月
・お絵かきソフトのCLIP STUDIO PAINT EXのシリアルコードがもらえるので

コミケに参加するようなお絵かきが好きな人におすすめ。株価は右肩上がりで急

騰しているので買い場を探りたい

(1780)ヤマウラ 必要投資額 10万円 3月
・3000円相当の長野県産商品がもらえる。10万円以下で買える優待としては額

面以上に優秀。配当利回りや株価チャートはイマイチながら長期保有してもいい

かも

(3397)トリドール 必要投資額 50万円 3月/9月

・丸亀製麺で使えるクーポンが200株で4000円、1年継続保有で7000円分貰える。

株価はかなり割高水準だがこの金額でもらえる飲食銘柄としてはなかなか良好。

毎月1日は釜揚げうどん半額。

(3197)すかいらーく 必要投資額 15万円 6月/12月

・かつての優待の王者。一度改悪されて優待が半分程度まで減らされたものの50

万円ほどの投資で半年ごとに5000円分の割引カードがもらえる。ガスト、バー

ミヤンもいいけどしゃぶ葉がコスパ良くておすすめ
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