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Section03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ おさらい 

 

 ・トレードにおいて一定の集計期間（集計時間）を対象に、その期間内に、売りの注 

文が多く入るか、買いの注文が多く入るかを予測し、それを的中させ続ける事がで 

きれば、実質的に勝ち続ける事ができる。 

 

→ 故に、短期的なトレードにおけるテクニカル分析の視点では、一定期間の売り 

買いの偏りを分析する視点が必要不可欠であり、一定範囲の時間内に売り注文と買 

い注文のどちらが多くなるのかを予測する上で「時間」の概念が重要となる。 

 

 ・多くのテクニカル指標は、その時点、または、その時点以降の売り買いの偏りを判 

断するための指針を指数化、指標化しているものであり、それぞれの指標には、そ 

れぞれの指標ごとに「時間」の概念が織り込まれている。 

 

→ 故に、指標によっては短期的な売買、長期的な売買、どちらに視点を置くかで、 

同じ指標であっても、そこに用いる「時間足」の違いで全く異なる指標となるもの 

があり、逆に、どの時間足を前提とする場合でも、同じ指標を用いる全てのトレー 

ダーがほぼ同じ指標を目にする形となる「普遍性の高い指標」も存在する。 

 

 ・短期的な視点で売買を行うトレーダー、中期的、長期的な視点で売買を行うトレー 

ダー、ほぼ全てテクニカル目線のトレーダーが同じポイントを同じような目線で捉 

えるタイミングがあれば、そこで完全に状況が一致する指標を用いる事で、短期ト 

レーダー、長期トレーダー、両方の動向を把握する事が可能になる。 

 

→ 長期サイクル、短期サイクル、どちらのトレーダーの目線も併せて捉える事が 

できる普遍性の高い指標を用いる事で、そのような相場を狙い、その方向に沿った 

ポジションを建てていけば高い勝率とリターンを実現していく事が可能となる。 

 

・リターン（利益）を伸ばしていく視点においては長期目線。リスク（損失）を押さ 

える視点においては短期目線で相場を捉え、それらの視点に準じたトレードを行っ 

ていく事で、損小利大なトレードを実現していく事が可能になる。 

 

  → そんな「理想的なトレード」を実現するのが「エントリーレートを損切りレー 

トに定めるトレードルール」および「極致点テクニカル」に他ならない。 
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Section04：極致点テクニカル～理想トレードの現実的戦略～ 

 

Ｙ：まず、今回、継承させていただくトレードルールの概略として、このトレードノウハ

ウでは、相場の極致点を狙っていきます。相場の極致点というのは、相場を弓矢で例えて

考えると分かりやすいのですが、弓の糸が目いっぱい張るところで矢を離せば、矢は遠く

に飛びますが、もし、そこで糸が切れてしまうと、矢は飛ばずにその場で地面に落ちてし

まうと思います。要するに、弓矢の糸が切れるか切れないか、そのギリギリのところが、

最も相場が遠くに飛ぶ可能性があるポイントであり、また、それ以上、矢を引くと、矢が

飛ばなくなる状況が確定するギリギリの境界線という事になります。結論から言って、相

場の中で、弓矢の糸が最も強く張る境界線となるようなポイントが的確に分かるようにな

れば、トレードで勝つ事、負けを最小限に留めていく事は容易になります。要するに、そ

の境界線となるような、相場の極致点を予測できるテクニカルの基準を確立できれば、そ

れがある意味、トレードのゴールになると言ってもいいと思います。 

 

Ｙ：ここで言うような相場の極致点を判断できるメリットは、そこから実際に相場が大き

く進んでいく事になった場合のリターンを大きくできる事もあるのですが、それ以上の利

点は、そこが相場の瀬戸際でもあるため、そこで弓矢の糸が切れるような状況になるなら、

迷う事なくポジションを解消できるところにあります。糸が切れた時点で、矢はもう飛び

ませんし、そこで矢から手を離せば地に落ちるだけです。それがハッキリしているなら、

糸が切れた瞬間にポジションを解消するのは当然で、その状況で、それ以上の期待も可能

性も抱く必要はなくなります。そこから大きなリターンを見込める事も確かに重要ですが、

それよりも大きい相場の極致点を判断できるメリットは、そこを割り込んだ際に迷う余地

なく、そこで損切りを行える事にあります。 

 

橋本：これはなかなか思うように勝てていなかったトレーダー経験から言っても、本当に

重要なところだと思います。 

 

Ｙ：実際、トレードをやっている最中の損切りは、自分なりのルールや自分なりの判断で、

いつでも行えるわけですが、トレードをやればやるほど、最終的なトレードの成果は「損

切りをどうやってきたか」で決まってきます。実際、どんなトレーダーでも少しは勝てた

経験もあるはずで、それでも負けている金額の方が多いというトレーダーは、結局のとこ

ろ、損切りを上手くできずに勝っている金額以上の損失を負けているトレードで出してし

まっているんです。 
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Ｙ：ただ、仮に小さい含み損でどんどん損切りをすれば、小さいマイナスがどんどん増え

ていく事になりますし、かと言って、小さい含み損で損切りをせずに大きい含み損を抱え

ていくようにすると、一度の大負けで大きいマイナスが出る事になります。となると、損

切りになってしまうようなトレードは、その頻度も金額も少なくできるに越した事はあり

ません。 

 

Ｙ：ですが、多くのトレーダーが辿る経緯として、損切りの頻度を少なくしようとする場

合、まず大多数のトレーダーは含み損を抱えて、相場が戻る事を期待する範囲を広げてし

まう傾向にあります。そうする事で実際に相場が戻る事もあるため、結果的に損切りの頻

度は少なくできるのですが、その分だけ、いざ負けてしまう時の金額は大きくなり、最悪

の場合、その範囲を広げ過ぎて、一度の負けで取り返しのつかないマイナスを出してしま

うよう事にもなりかねません。 

 

橋本：僕、完全にそれをやってました。で、コツコツ勝ってきた利益を一気に飛ばして、

これじゃダメだと思うんですけど、それでも、ある程度の含み損は耐えて戻りを待つ前提

でトレードをしてましたから、そこも含めて、損切りの基準とか、ルールの徹底が甘かっ

たのが、以前の僕が勝てなかった原因だなって思います。 

 

Ｙ：かと言って、損切りの金額を徹底して小さくしようとすると、少しの含み損で損切り

をしなければならなくなるので、どうしても損切りとなるトレードの頻度は多くなってし

まいます。それでも、損切りとなってしまうトレードの頻度と金額を最小限に押さえるに

は、できるだけ、損切りとなる金額を小さくできるように、含み損を抱える範囲を狭くし

て、その上で、負けトレードとなる頻度を低くできるようにテクニカル分析を追及して、

相場が思った方向に動いていく確率を高めて、トレードの勝率を高めていくしかありませ

ん。 

 

Ｙ：このような視点で、ここで言う「損切りの基準」を徹底して突き詰めた場合、損切り

となった場合の金額を最も小さくできるのは、エントリー時点のレートを割り込んだ時点

で、すぐに損切りをして、含み損そのものを抱えないようにする事で、あとは、そのよう

な条件でいかに勝つか、勝てるテクニカルを確立するか、という事になります。 

 

Ｙ：要するに、相場がこれ以上は進行しない。ここで相場が反転する。というポイントを

ピンポイントで判断できるようなテクニカルを確立する事で、損切りとなってしまうトレ

ードの頻度と金額を最小限に押さえながら、勝てるトレードでは大きなリターンを実現し

ていく事ができるようになります。 
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Ｙ：まさに相場の極致点を高い精度で見極められるテクニカル分析こそが、リスクと損失

を最小限にできる、最善の損切りルールを実現できる理想のテクニカルであり、トレード

においては、とにかく負けない事、損をしない事が何よりも重要ですから、リスクと損失

を最小限にできる、最善の損切りルールの実現は、ある意味、最善なトレードルールの実

現でもあります。その上で、今回のトレードノウハウは、まさに、そんな最善の損切りル

ールに限りなく近い、エントリー条件を満たした時点のレートを損切りレートに定めるル

ールで、５割以上の勝率を実現しています。 

 

橋本：実際、このトレード条件なら、勝率が１割とか２割でも、全然、収支はプラスにな

っていくので、十分じゃないですか。でも、この条件で５割以上の勝率は本当に凄いです

よね。もちろん、勝率は月によって前後しますし、今後も前後するかもしれませんが、こ

こまでリスクリワードのリスクを最低ラインにできていれば、勝率がどんなに偏ったとし

ても、一度の勝ちトレードで数回分の負けトレードの損失は余裕でカバーできますから、

トレードのノウハウとして、これ以上のものは無いんじゃないかと思います。 

 

Ｙ：実際のトレードで多くのトレーダーが、何だかんだで含み損を抱えながらポジション

を保持して、最終的に大きな損失を生んでしまっている傾向にあるのは、相場が戻る期待

や可能性をそこに抱いているからで、そもそも、そんな期待や可能性がゼロだと断定でき

ていれば、そうなった時点で普通にポジションは解消すると思います。要するに、そのよ

うな形で負けているトレーダーは、ここでダメなら無理という相場の瀬戸際、私達の言う

相場の極致点が見えていません。そこが見えていないので、買いポジションを建てる時も、

売りポジションを建てる時も、まだ相場が下がり続ける可能性や上がり続ける可能性もあ

るという前提でポジションを建てますし、その前提でポジションを建てているので、実際

に相場がポジションと逆方向に進んで含み損が出始めても、そのままポジションを保持し

てしまいます。そのようなポジションが最終的に大きな損切り、大きな損失に結び付いて

しまっているんです。 

 

橋本：以前の僕に言われているようで耳が痛いです。ただ、確かに損切りをしないのは、

まだ相場がポジション方向に戻る可能性があると思っているからで、それこそ、エントリ

ーをする時点か、エントリーをした後に、この指標がこうなったら損切りしようとか、こ

のレートを割ってしまったら損切りしようという感じで、逆に、その指標がそうならない

限りは戻る可能性があるとか、そのレートを割らない限りはまだ戻る可能性があると思っ

ているので、そこまでは損切りしないんですよね。で、いざ、その状況になった時には、

結構な損失が出てしまっていて、もっと早く損切りをしておけばよかったとか、もっと早

く損切りをして、そこでポジションを建て直せばよかったとか思ってしまうパターンを僕

自身、何度も繰り返してました。 
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Ｙ：実際、以前の橋本さんのようなトレーダーは世の中にごまんといて、もっと最悪なの

は、いざ「こうなったら損切りしよう」と思っていた状況になった時点で、また別の「や

っぱりこうなったらにしよう」を次々と持ち出してしまい、そのままどんどん含み損を膨

らませて、最後にはロスカットという末路を辿っているようなトレーダーもたくさんいる

と思います。そういうトレーダーも含めて、その決定的な敗因は、損切りの基準が曖昧だ

ったり、下手に相場が戻る希望や可能性を信じて、それまでポジションを保持してしまう

事にあります。そして、その下手な希望や可能性が、結果的に含み損や最終的な損失を大

きくしてしまう原因になってしまうんです。 

 

橋本：そうなんですよね。それこそ、相場が戻る希望や可能性もなくなり、そこにあるの

が絶望だけという状況なら、その時点で迷う事なく損切りしますもんね。 

 

Ｙ：そうです。さっさと下手な希望や期待を捨ててしまっていれば、それ以上、損失を大

きくせずに済んだわけですし、下手に希望や期待を抱いてしまう事が結果的に負けた時の

損失を大きくしてしまうんです。トレードにおいて言えば、根拠のない希望や期待は、利

益を伸ばす方向にそれを向ける分には問題ありませんが、損失が膨らんでいく方向や、そ

れが戻る方向に抱くのは、ただ損失を大きくするだけのマイナス要因にしかならないとい

う事です。 

 

Ｙ：ですから、トレードの開始ポイント、いざエントリーするポイントを、その絶望と隣

り合わせのポイントに絞り込めば、そこを割り込んだ時点で、即、希望のない絶望ゾーン

に入るので、それ以上、無駄にポジションを保持して含み損を大きくする事もなくなりま

す。まさに相場の瀬戸際、テクニカルの極致点、弓矢で言う、糸が目いっぱい張る形とな

って、これ以上、矢を引くと確実に糸が切れるというようなポイントを狙ってポジション

を建てていくようにすれば、そこを割り込んだ時点で、即、迷う事なくポジションを解消

する形で損切りができる事になります。ですから、相場が上がるとすればここ。相場が下

がるとすればここ。そこを割り込んだら、もう上がらない、もう下がらない。そのような

判断を下せるポイントを狙ってトレードを行っていくようにすれば、おのずと損失やリス

クを最小限にできるトレードを行えるため、あとは、そのようなトレード条件でいかに「勝

つか」を追及していけば良いという事になります。その点で、私達のノウハウは現状のビ

ットコインの相場を対象とするのであれば、実際に５割以上の勝率を実現できていますか

ら、その有効性はルールの上でも、実績の部分でも、まず間違いないものだと思ってくだ

さい。 
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橋本：資金の一部をポジションにして後々、ポジションを増やすとか、ナンピンをしてポ

ジションを増やしていくとか、そういうトレードをやっている人はポジションを建てる時

点で、相場がポジションとは逆方向に動く事を前提に最初のポジションを建てているので、

もちろん、戦略の１つとしてはアリですし、そこからの損切りのルールなどが明確なら問

題ありませんが、逆に、そういう人が一気にポジションを建てられないのは、ここが「相

場の瀬戸際になる」というポイントが分からないからなので、それが５割を超える確率で

分かるというだけでも、トレードのやり方は全然変わってきますからね。 

 

Ｙ：まさに橋本さんの言う通りで、トレードにおいて、いざポジションを建てる際に、資

金分のポジションを建てずに余力を残すのは、新規でポジションを建てた後、相場がポジ

ションと逆方向に動いた場合に、より安いレートで買いポジションを追加で建てる事や、

より高いレートで売りポジションを追加で建てていくようなナンピンポジションの追加を

視野に入れているからであって、それこそ、弓矢の糸が目いっぱい張る形となるギリギリ

の境界線が分かっていれば、資金に余力を残す必要はなくなります。要するに、アクセル

を全力で踏み込むべきポイントが明確なので、そこで余力を残す必要がなくなるんです。 

 

Ｙ：そして、これはレバレッジを使う場合も同じ事が言える部分で、むしろレバレッジの

利用はリスクの部分にも関わってくるため、それこそ、相場がポジションと逆方向に動い

ていく場合に、ポジションをそのまま保持する前提の範囲が広ければ広いほど、レバレッ

ジを使って建てたポジションに伴うリスクや損失も大きくなります。実際のところ、レバ

レッジのリスクは倍率の高さよりも、そのレバレッジ倍率で建てたポジションでどれくら

いの含み損を抱え続けるのかの距離感に左右されるという事です。 

 

橋本：極端に言えば、どんなに高いレバレッジ倍率でポジションを建てようと、そのよう

なポジションを建てた状況で相場がポジションと逆方向に動かなければ損失は生じません

し、相場がポジションと逆方向に動き始めた時点で即座にポジションを解消するルールを

前提としていれば、実際に生じる損失もそこまでの金額にはなりませんもんね。 

 

Ｙ：要するにレバレッジは、その倍率と、ポジションを建てた後のマイナス方向への変動

を保持する範囲で、そのリスクや損失の大きさが左右されるものなので、それこそ、今回

のノウハウのようにエントリー時点のレートをそのまま損切りレートに定める前提のルー

ルであれば、レバレッジの倍率をどんなに高めても、そのルールを守っていけば、そこま

でのリスクも損失も生じません。ですが、相場がポジション方向に動いていく場合のリタ

ーンはレバレッジの倍率分だけ５倍にも１０倍にもできますから、レバレッジのリスクは

最小限に押さえた上で、そのリターンのみを大きくできる事になります。 

 



8 

橋本：エントリー時点のレートをそのまま損切りレートに定めるルールなら、高い倍率の

レバレッジを使った場合でも、レバレッジを使わなかった場合でも、リスクは大きく変わ

らずに、そのリターンだけが大きく変わるって事ですよね。 

 

Ｙ：そういう事になります。大抵のトレーダーは、そのアクセスの踏みどころが分からな

いので、資金に余力を残したり、レバレッジを少しずつ使ってポジションを追加していく

ような事をするわけですが、相場の瀬戸際となるような極致点が分かれば、そこを割り込

んだ時点で損切りをする前提でポジションを建てるのですから、資金的な余力を残す意味

も必要もないため、レバレッジを使った分の余力資金も含めて、そこでアクセスを全開で

踏み込んで、使えるだけの余力資金は全てポジションに変えてしまえば良いという事にな

ります。 

 

橋本：要するに、レバレッジの利用分も含めて、全開でポジションを建てられるような、

相場の極致点を狙っていくという事ですよね。 

 

Ｙ：そういう事です。そういうポイントは、そこから少しでも相場が進んだ時点で損切り

をするしかないポイントなので、相場を１００％予想できるテクニカルか、トレードの必

勝法でも見つけられない限り、必ず、どこかで損切りはしなければなりません。ですが、

相場を１００％予想するというのは、まず不可能ですから、トレードに必勝はありえませ

ん。ですから、トレードは必ず損切りになってしまう事も想定して、その前提でポジショ

ンを建てる必要があります。となると、いざ損切りを行う場合のポイントと、最初にポジ

ションを建てるポイントは近いに越した事はなく、そこの距離感が短いほど、トレードの

リスクや損失は少なくなります。ですから、そのようなポイントを狙っていけば、その分

だけ思い切ったポジションで思い切ったトレードができるようになるという事です。 

 

橋本：損切りになってしまうケースや負けトレードはどう転んでも避けられませんもんね。 

それが避けられないものなら、そのリスクや損失を最小限にできるポイントだけを狙えば、

実質的にリスクも損失も最小限のトレードを行えるという事ですし、そうする事で、いざ

勝てた場合のリターンも最大化できるという事ですよね。 

 

Ｙ：必ずどこかに損切りをするべきポイントの線引きをしなければならないのであれば、

最もリスクと損失の範囲を小さくできて、最もリターンの範囲を大きくできるのは、損切

りを実行しなければならないラインのギリギリの瀬戸際、その極致点という事になります。

今回のトレードノウハウは、そういう相場の極致点を分析するテクニカルが前提になって

いるという事です。 
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Ｙ：ですから、そういった極致点のみを狙ってポジションを建てていけば、相場がポジシ

ョンを建てた時点のレートを割り込んだ時点で損切りとなるため、トレード中に含み損を

抱え続けるような状況は無くなります。ポジションを保持できているという状況は、含み

益が出ている状況のみが基本になるという事です。それだけでも、トレードを実際にやっ

ていく場合のストレスとか、不安がほぼ無くなるのも大きなメリットだと思います。 

 

橋本：それ、すごく分かります。僕自身、かなりの含み損を抱えた事もあるので、そうい

う時って、本当に生きている心地がしないです。すでに含み損を抱えてしまっているので、

そこから更に含み損が膨らむ可能性もあって、でも、その時点でポジションを解消してし

まうと、含み損を確定してしまうので、そこから相場が戻った時に悔しい思いをしたくな

いという心理が働いてポジションを解消する事もできず、不安とストレスがやばい状態に

なるので、今となっては、あれが一番、嫌だったかもしれません。 

 

Ｙ：とくに橋本さんの場合、以前は為替のＦＸをやっていたので、そういう状況でポジシ

ョンを保つ時間も長いですし、そのまま土日とか入ってしまうと、為替は土日の売買がで

きないので、その状況で土日を過ごす事になり、もし、その土日の間にトランプ大統領と

かが何かを発言したり、何かをやらかすと、週明けには一気に相場が荒れて取り返しがつ

かない損失が出る可能性もあります。ただ、土日を問わず、そういうファンダメンタル要

因が急に出て来て相場を一気に動かすケースは常にありえますから、含み損を抱えてポジ

ションを保ち続けるというのは、それだけでもリスクなんです。 

 

橋本：はい。本当にそう思います。 

 

Ｙ：ただ、そういうリスクが分かっていても、含み損を抱えてポジションを保っているよ

うなトレーダーはたくさんいますし、そういう前例のルールでトレードをしているトレー

ダーが大半です。ですが、そういうトレーダーは、まさにそういう不安や恐怖と戦いなが

らトレードを行っています。それがある意味、トレードで稼いでいく上で一番、疲れる事

かもしれないんです。 

 

橋本：もともと肉体的な疲れが出るものじゃないので、そういう精神的な疲れが全てです

からね。 

 

Ｙ：もちろん、そういった不安や恐怖に打ち勝っていく前提、精神的な疲れを克服してい

く前提のルールで勝てているなら問題ありませんが、そのような不安やストレスを抱えず

に勝てるなら、それに越した事はありません。その点でも、今回のノウハウはそういった

不安や恐怖も回避できるので、ストレスフリーなトレードで稼いでいく事ができます。 
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橋本：相場の極致点を狙っていけば、含み損を抱え続けるような状況には、まずならない

ですからね。 

 

Ｙ：理論的な部分やルール的な優位性なども色々と言及していますが、結局のところ、私

としては、そのメリットが一番大きいんじゃないかと思っています。むしろ、私としては、

そういう不安やストレスの回避を第一に考えて、今回のノウハウを確立していったところ

もあるくらいです。 

 

Ｙ：ですが、エントリーレートを損切りレートに定めるトレードノウハウと聞いて、その

有効性やメリットを率直に理解できる人って、橋本さんのように、それなりのトレード経

験があって、相場やトレードの現実や苦労やリスク、あとは実際にトレードをやっていく

場合のストレスなどを分かっている人に限られるので、このトレードルールは、私も本当

に理想だと思いますが、この理想の部分を押し出す形では、まずトレードで一回りの経験

を積んだ人くらいしか、ダイレクトにその良さやメリットが伝わらないのが実情だと思い

ます。 

 

橋本：確かに投資やトレードをやった事が無い人など、あまりピンと来ないですよね。で

も、エントリーレートを損切りレートに定めるノウハウで勝てるという事の凄さやメリッ

トが分からないという時点で、そもそも、その人は相場やトレードの現実を分かっていな

いという事だと思います。その状態だと、本当に有効なノウハウとそうではないノウハウ

も見分けが付かないと思いますし、実際にやってみて、損をするまで、根本的にダメなノ

ウハウさえ見分けられないんじゃないかと思います。 

 

Ｙ：厳しい言い方をすれば、確かにその通りだと思います。そもそも投資系の情報商材の

セールスレターとかは、かなり矛盾やおかしいところだらけのものが多いので、そういう

ものでも、かなりの数が売れている事を考えると、実際に投資系の情報商材にお金を出し

ている人達は、それこそ、あまり相場の事やトレードの事をわかっていない人達が大半な

のかもしれません。 

 

橋本：いや、絶対そうですよ。以前の僕もそのレベルだったので、人の事は言えませんけ

ど、投資系の情報商材はどう考えても理屈的におかしい事を言っているものが多いですし、

Ｙさんに勉強させてもらうようになってから、過去に買った情報商材のマニュアルなどを

読み返しても、情報商材の中身まで、理論的におかしい事だらけのものがほとんどだった

ので、以前の僕がそうだったように、こういう商材を買っている人達は、そこにそもそも

気付けないレベルの人達なんだと思います。 
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＊＊＊ 

 

Ｙ：では、ここからいよいよ、相場の極致点を判断するためのテクニカル分析や、具体的

なトレードルールの解説に入っていきますが、まずは、私が相場の研究、テクニカルの研

究をしてきた中で導き出している、いくつかの相場の法則、傾向についてお話ししていき

ます。そして、その法則や傾向を踏まえて、それらに沿ったエントリールール、トレード

ルール等が確立されていますので、そこを追って解説していくという流れになります。で

すから、まずは、トレードルールの背景にある理論として、相場にはテクニカルの視点に

おいて、このような法則、傾向があるというところから説明していきますね。 

 

－「理想トレード」講習・相場の法則と傾向・トレードルール解説に続く 

 

 

講習書き起こし#01：理論と概略～トレードノウハウの前提原則～ 

http://market-researcher.info/hxy01.pdf 

講習書き起こし#02：共通原則と普遍性～有効なテクニカル分析の条件～ 

http://market-researcher.info/hxy02.pdf 

講習書き起こし#03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ 

http://market-researcher.info/hxy03.pdf 

講習書き起こし#04：極致点テクニカル～理想トレードの現実的戦略～（当 PDF） 

http://market-researcher.info/hxy04.pdf 

 

 

理想トレード講習・書き起こし＃全編 PDF 

http://market-researcher.info/hxy.pdf 

 

 

本テキストについて「理想トレード・講習書き起こし」について 

 

 本テキストは「テクニカル分析と統計心理学、管理人Ｙさん」と私（橋本）が実施し 

ております、以下の『トレード講習』の内容を書き起こしたテキスト文書です。 

 

テクニカルトレーダーＹと橋本によるトレード講習 

http://ebook-japan.com/secret/hasimoto2.pdf 

 

http://market-researcher.info/hxy01.pdf
http://market-researcher.info/hxy02.pdf
http://market-researcher.info/hxy03.pdf
http://market-researcher.info/hxy04.pdf
http://market-researcher.info/hxy.pdf
http://ebook-japan.com/secret/hasimoto2.pdf
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現在は、私、橋本が講師を務めておりますが、こちらのオファーを公開した時点では 

Ｙさんが講師を務めていた経緯があり、その間は、私、橋本も講師として同じ講習を 

行えるように「講師の見習い」として講習に同席させて頂く形を取っておりました。 

 

この書き起こしは、その間の、私が見習いとして同席し、Ｙさんが講師を行っていた 

際のトレード講習の内容を書き起こしたものの一部となっていますので、現在、当ト 

レート講習を受講いただく場合は、私、橋本が講師を務めさせて頂きます。 

 

よって、私、橋本が講師を務めるマンツーマン形式の通信形式、または対面形式によ 

る講習のご受講を希望される場合は、上記の案内資料を今一度、ご確認の上で、お申 

し込みをご検討いただければ幸いです。 

 

尚、講習のご受講におきましては、お電話、またはスカイプによる私との事前通話も 

可能となっていますので、お申し込み前の通話申請につきましては、以下のフォーム 

より、必要事項（ご連絡先、希望日時など）をご申請頂ければと思います。 

 

事前通話のご申請はこちらから：http://ebook-japan.com/secret/form4/ 

 

 あなたと実際の講習でお話しきる事を楽しみにしています。  

 

橋本 E-mail：hasimoto@webconsulting-ojima.net 

 

 

http://ebook-japan.com/secret/form4/
mailto:hasimoto@webconsulting-ojima.net

