
― 余計な御託は抜きに「この手紙の趣旨」を、まず率直にお伝えします － 

「デイトレード（数時間単位の売買）」と「スイングトレード（日をまたぐ数日

単位の売買）」の併用で、一度の売買（トレード）あたり運用資金に対して１％

から１０％のリターンを実現可能なトレードノウハウを３０日間の実際の相場

を対象に「リアルな売買の答え合わせをしていく形」で身に付けてみませんか？ 

 

メール・スカイプチャット、時にスカイプによる通話形式で「実際の相場」を対象に、 

私が確立している『売り買いの基準』をモノにする事ができる「３０日間のトレード 

講習」にご興味があれば、是非、このまま手紙を読み進めてください。 

 

－このオファーを介して習得できるトレードノウハウは、以下のようなものです－ 

 

 

 ・株、為替、仮想通貨、ありとあらゆる相場において共通した有効性を実現、再現 

できているテクニカル分析の原則に基づいたトレードノウハウです（私は「本当 

に有効なテクニカルルールはあらゆる全ての相場において有効でなければならな 

い」という考えのもと、そのような売買のルールだけがほぼ不変的な有効性を保 

つ事ができる絶対的なものだと思っています。） 

 

 ・数時間単位、数日単位の売買で十分な勝率とリターンを実現できるため、数秒、 

数分単位のスキャルピングトレードのように注文画面に貼り付いて売買を行って 

いく必要がない手法です。（売り買いの間における数時間から数日の保有時間の間 

は、言わばお金が勝手にお金を増やしてくれる状況を実現できるという事です） 

 

 ・売買の判断に用いる指標は「たった１つ」であり、その「１つの指標」による明 

  確な判断基準のもと、売り買いを行っていく「テクニカルオンリー」のトレード 

ルールです。（エントリー、利確決済、損切り、全ての判断を１つの指標のみで 

判断していく手法であり、その基準を認識していれば、誰の目にも明らかな判断 

基準のみで迷う余地なく売買を行っていく事ができます。） 

 

 ・一度の売買で運用資金に対して１％から１０％、場合によってそれ以上の利益を実 

現していく事が出来ます。（利幅にはそれなりの前後がありますが、一度のトレ－ド 

ポイントで資金に対して１％以上の利益を出せる事はザラであり、資金に対して１ 

０％以上もの利益を一度の売買で実現する事も可能な手法です） 

 

 

 



これが、そのトレードノウハウで実際に稼いだ収益の一部です 

 

 
BTC/JPY×４枚（約５００万円相当：資金１５０万円×レバレッジ４倍） 

保有時間７ｈで１２７,０００円の含み益（資金１５０万円に対しての利益率８．４％） 

 

 

BTC/JPY×７．５枚（約１０００万円相当：資金２５０万円×レバレッジ４倍） 

保有時間１２hで１０１,５８２円の含み益（資金２５０万に対しての利益率４．１％） 

 

 

BTC/JPY×５．５枚（約８００万円相当：資金２００万円×レバレッジ４倍） 

保有時間６ｈで１３３,２５６円の含み益（資金２００万円に対しての利益率６．５％） 

 

 



 

BTC/JPY×６枚（約７５０万円相当：資金２００万円×レバレッジ４倍） 

保有時間４ｈで１１３,０１３円の含み益（資金２００万円に対しての利益率５．６％） 

 

 

BTC/JPY×２枚（約２５０万円相当：資金６０万円×レバレッジ４倍） 

保有時間１１ｈで１１３,０５５円の含み益（資金６０万円に対しての利益率１８．８％） 

 

また、今回のオファーに先立つ形で「このトレードノウハウに基づく値動きの予測」を以

下のような形で Twitterに投稿していくような事も何度か行わせて頂きました。 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1154941021857259520 

 

上記のＵＲＬをクリックして頂ければわかりますが、このツイートは実際に２０１９年７

月２７日の１１時３０分頃に私が投稿したものになります。 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1154941021857259520


 

 実際に利用されている方は分かると思いますが、Twitterは一般的なブログなどのよ 

うに、投稿したツイートの投稿日時や、投稿内容（文章）の修正、編集などは一切行 

えないようになっています。 

 

 

そして、このツイートを投稿した後のビットコインの実際の相場は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「下落相場」を狙って実際に行ったトレードの結果（損益）は以下の通りでした。 

 

 

 

 

 

 

損益：＋０．０６９５ＸＢＴ（約７０,０００円相当） 



また、Twitterの方には、そのまま立て続けに以下のような相場予測を投稿（ツイート）し

ています。 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1155317296023261184 

 

この投稿では「１０３万円の価格から１００万円までの下落分は買い増し」を前提とした

上で、相場は最終的に『上昇する』と予測しました。 

 

そして、このツイートを投稿した２０１９年７月２８日１２時２０分以降のビットコイン

の相場（値動き）は以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1155317296023261184


 

この相場を狙って実際に行ったトレードの結果（損益）は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損益：＋０．０５０６ＸＢＴ（約５０,０００円相当） 

 

 

 

BITMEX＋bitflyer合計損益：＋１１万７０００円 

 

７月２７日、７月２８日合計損益：＋１８万７,０００円 

 



更に、日をまたぐようなトレードでも。 

 

また、以下は日をまたぐ形となった「スイングトレード」の直前、同じく Twitter の方に

は以下のような内容のツイートを投稿しています。 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1156724627332186112 

 

 

この時は「１１０万円の価格から１１５万円までの上昇分は売り増し」を前提とした上で、

相場は最終的に「下落する」と予測しました。 

 

このツイートを投稿した２０１９年８月１日９時３３分以降のビットコインの相場（値動

き）はこちらの通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1156724627332186112


この時のトレード時間は「８月１日の９時頃」から「８月３日の６時頃まで」の約４５時

間（１日と２１時間）ほどで、この時に得たリターン（利益）は以下の通りです。 

 

 

約４５時間のトレード損益：＋２２万円 

 

ちなみにこの時は、8月 3日早朝のポジション解消後も「上昇した分だけの一定の下落」は

見込める相場だと思いましたので、以下のような３０時間ほどのスイングトレードでもか

なりのリターンを抜き取れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

約３０時間のトレード損益：＋３２万５０００円 

 

８月３日、８月４日合計損益：＋５４万５,０００円 

 

相場予測＆トレードは「為替」の相場でも。 

 

また、Twitterを介した相場予測は以下のように「為替の相場」を対象にする形でも行って

います。 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1156197272113168384 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1156197272113168384


 

このツイートを投稿した２０１９年７月３０日２２時３８分以降の「ＧＢＤ/ＪＰＹ（ポン

ド／円）」の為替相場と、実際にそこから抜き取ったリターンは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計：１７０pips（１ロット×１万通貨の売買で＋１７,０００円） 

 



同じく、以下も為替の「USD/JPY（ドル円）」の相場予測を投稿したツイートです。 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1158195787416788992 

 

 

このツイートを投稿した２０１９年８月１日９時４８分以降の「USD/JPY（ドル円）」の為

替相場とそこから抜き取ったリターンは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1158195787416788992


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計：７９．８pips（１ロット×１万通貨の売買で＋７,９８０円） 

 

 相場を予測する投稿は、今現在も継続中です。 

上記で掲載したもの以外も Twitterの方には、私のトレードルールにおいて「売買の 

基準」を満たした際の「エントリータイミング」や「エントリー方向」を定期的に投 

稿しています。 

 

Twitter: https://twitter.com/FXY69219641 

 

当然、私のトレードノウハウは「必勝法」というわけではありませんが、その勝率は 

非常に高く、滅多に負ける事のない手法ではありますので「ほぼ９割以上の勝率」を 

実現できている状況です。 

 

リアルタイムな形で「エントリーポイント」などを投稿したツイート内容と、それに 

準じた形で私が実現しているパフォーマンス画像などを併せてご確認いただければ、 

 

「仮想通貨、為替といった相場がほぼ私の予測通りに動いている事」 

「私自身がその予測に沿って実際にトレードで利益を上げている事」 

 

などから、私のトレードノウハウが紛れもなく「本物」である事がお分かり頂けるは 

ずです。 

 

https://twitter.com/FXY69219641


 

 今後もエントリーポイントなどの投稿は定期的に行っていきますので、リアルタイ 

ムな相場予測とその勝率などを確認された場合は、是非、上記アカウントをフォロ 

ーしておいてください。 

 

 

本当に有効なテクニカルルールは、あらゆる相場において 

そこに「共通した有効性」が伴わなければならない。 
 

 

私が『テクニカル分析に基づくトレードルール』を追求する際、まず何よりも重要視して

いるのは、この「原則」です。 

 

少なくとも、私が捉える「テクニカル分析」は、相場の動き（チャート）を捉える投資家、

トレーダー達の間に生じていく売り買いの心理的な「偏り」や「規則性」を追求していく

ものであり、 

 

テクニカル分析（値動きの分析） ＝ 値動きを捉える投資家心理の分析 

 

と捉えています。 

 

そして、このような「人間心理」にあたるものは、原則として『時代や人種を問わず、一

定の共通性がある』と言われているものであり、その原則の上で研究されているのが「心

理学」と呼ばれる分野です。 

 

そんな「心理（投資家心理）」を捉えていくものが『テクニカル分析』である以上、それに

基づく本当に有効な「基準（ルール）」にあたるものは、あらゆる相場において、共通した

有効性が伴わなければならないと思うわけです。 

 

よって「あらゆる相場に共通して有効なテクニカルルール」にあたるものを確立できれば、

それは今後においても不変的な有効性を伴う『一生涯、使い倒せる（稼ぎ倒せる）可能性

が高いトレードルールになる』と考えられます。 

 

少なくとも「特定された相場でなければ有効性を発揮できないトレードルール」にあたる

ものは、ここで言う「テクニカル分析の原則には沿っていない」という事になるため、そ

のようなトレードルールは、いつかは使えなくなる可能性が高いと言わざるを得ません。 

 



 

 

－特定の相場においてのみ有効なテクニカル分析が「一時的」に成り立つ理由－ 

 

世間的（とくにネット上）に出回っているトレードノウハウやトレードツールなどに 

あたるものは、その大半が「テクニカル分析に基づくロジック」によって成り立って 

います。 

 

ですが、そのほぼ全てが「対象となる相場を特定しているもの」であり、私がここで 

言うような「あらゆる相場において有効なトレードルール」にあたるノウハウ、ツー 

ルにあたるものは、ほぼ皆無なのが実情です。 

 

そして、既にお伝えした通り、そのような「特定の相場においてのみ有効なトレード 

ル―ル」にあたるものは、一時的には有効であっても、高い確率でその有効性は薄れ 

ていきます。 

 

どこか特定の相場でなければ有効性を発揮できないという時点で、そのトレートルー 

ルは、ここで言及したような「テクニカル分析の原則」には沿っていないため「テク 

ニカル以外のその相場特有の何かに依存している」と考えられるからです。 

 

その「何か」は、大抵の場合、その相場特有の「ファンダメンタル」にあたるもので 

あり『それを土台とした上で成り立つテクニカル分析』というのであれば、それこそ 

「一時的」には、一定の有効性を保てるかもしれません。 

 

ですが、どの相場においても「ファンダメンタル」と呼ばれるものは時代の流れと共 

に、その要因となるもの自体が次々と移り変わっていくものだと思います。 

 

対して「テクニカル」は、既にお伝えした通り「不変的な人間心理の共通性」を追求 

していくものである以上、どんなに時が流れても移り変わる事はありません。 

 

つまり、あらゆる相場において有効なテクニカル分析に基づくトレードルールは、半 

永久的にそのノウハウを使い倒せる可能性が高いものの、特定の相場でなければ有効 

性を発揮できないトレードルールはいつか使えなくなってしまう可能性が高いという 

事です。 

 

 



少なくとも私は有効なトレードルールの追求（研究）を始めた当初から、 

 

「時間と労力をかけて追求していくなら、一生涯、使い倒せるノウハウを確立したい」 

 

という考えのもと、ここで挙げたテクニカル分析の原則に基づくあらゆる相場において有

効なトレードルールの追求を徹底してきました。 

 

現状、実際のトレードにおいては、取引時間や曜日に縛りのない仮想通貨（ビットコイン）

と、曜日的な制約はあるものの、時間的な制約のない為替相場を主な対象としていますが、

トレードルールを確立していく際には「株式相場」も対象とした上で 

 

『テクニカル分析の原則に基づく全ての相場に共通した値動き』 

 

にあたるものを追求してきたわけです。 

 

半永久的な有効性が有する不変的なトレードノウハウ 

 

よって、私が確立しているトレードノウハウは、 

 

 

・仮想通貨（ビットコイン現物、FXなど） 

・為替（ほぼ全ての通貨ペア） 

・株（日経先物、個別銘柄） 

 

 

これら全ての主要マーケットにおいて有効なものであるため、この売買の基準（ルール）

はテクニカル分析（＝人間心理の共通性）の原則に沿った不変的なものであると考えられ

ます。 

 

もちろん、将来、未来の事を断定する事はできませんが、ここで述べたような理由から、

私のトレードノウハウの有効性が先々、薄れてしまうという可能性は低いはずです。 

 

人間心理が不変的である限り、私のトレードノウハウの有効性も変わらず、その有効性を

保つ事ができる可能性が高いという事です。 

 



ただ、実際の「値動きの分析」においては、可能な限り「時系列」の流れでチャート（値

動き）を分析し、そこに一定の「規則性」や「売買の偏り」を判断していくため、値動き

そのものに一切のインターバル（取引が出来ない時間）が存在しない「仮想通貨」の相場

が最も的確に、その「値動きの傾向」を読み取れる傾向にあります。 

 

取引時間そのものに制約がある株式相場や、原則として、土日は取引が出来なくなる為替

相場などは、値動きの時系列そのものに必然的な「インターバル」が入ってしまうため、

これが値動きの傾向を読み取っていく際の「精度」を下げてしまう要因になってしまうん

です。 

 

 

株の売買は午前９時から１１時３０分までの「前場」と１２時３０分から１５時３０ 

分の「後場」のみが取引の対象時間であり、土日は取引そのものが行われません。 

 

また、為替の市場は時間的な制約はないものの、やはり土日はマーケットが閉じてし 

まうため、その２日間のインターバルが週明け月曜、火曜あたりの値動きを捉える精 

度をやはり下げてしまう傾向にあります。 

 

 

その上で、仮想通貨の市場は２４時間、土日を問わず、常に動き続けているため、その「値

動き」と「売買の流れ」を一切の空き時間（インターバル）が無い状況で分析していく事

ができます。 

 

そういった「マーケット特有の背景」もあり、私は主に仮想通貨（主にビットコイン）の

相場を対象にトレードを行い、時折、為替の相場も対象にしていくようなトレードスタイ

ルを基本としているわけです。 

 

ただ、そこに「若干の精度の違い」はあれど、私のテクニカル分析の基準に沿ったトレー

ドノウハウは、 

 

「株、為替、仮想通貨、どの相場においても共通した有効性を実証する事ができている」 

 

という事です。 

 

 

 



 

エントリー条件とその「頻度」および「明確性」について 

 

トレードで重要な事は「負けない事（＝資金を減らさない事）」であり、そのためには「勝

てる可能性が極めて相場」や「負ける可能性が極めて低い相場」のみを狙っていく必要が

あります。 

 

言い方を変えれば、 

 

 

・勝てない可能性が高い相場 

・負ける可能性が高い相場 

・その判断がつかない相場 

 

 

これらを徹底的に「避ける事」こそが、結果として長期的に「勝ち続ける事（＝資金を増

やし続ける事）」に直結していくわけです。 

 

その上で、私のトレードノウハウでは 

 

「私の確立しているテクニカル分析に傾向に沿った値動きを伴う相場」 

 

のみを狙ってトレードを行うものであり、それがいわゆる「エントリーチャンス」にあた

ります。 

 

そこには幾つかの条件があるわけですが、その「出現頻度」を言えば「１つの相場に対し

て、２日から３日に１度ほどがおおよその目安」と考えてください。 

 

ただ、これは「２日から３日に一度だけ、限られた一瞬のチャンスが訪れる」というわけ

ではなく『２日から３日に一度くらいのペースで半日から１日ほどの継続したエントリー

チャンスが訪れる』というイメージになります。 

 

そのエントリー条件が満たされている相場であれば、基準に沿った「売り」または「買い」

の方向で、いつエントリーを開始して問題ありません。 

 



 

そして、その判断基準は「たった１つの指標」のみを用いたものであり、エントリー条件

を満たせているかどうかは、明確な判断基準を前提に視覚的に捉える事ができます。 

 

そこには一切の「曖昧な判断要素」や、人によって判断が分かれる「裁量の余地」などが

存在しないという事であり、私のトレードノウハウを認識している人であれば、誰がどん

なタイミングでチャートを見ても、 

 

・エントリー条件を満たせている相場 

・エントリー条件を満たせていない相場 

 

これらを「一目で判断できる」ということです。 

 

 

－相場の分析を「１つの指標」に拘る（拘った）理由－ 

 

そもそも「テクニカル指標」と呼ばれるものは、歴代の有名なトレーダーや経済学者、 

また、統計学を専門とする学者などが研究に研究を重ね、それを世に発表したものに 

他なりません。 

 

そのような指標が実際にある程度の有効性を伴い、それが支持されているからこそ、 

長年に渡って多くの文献や書籍などで語り継がれているんです。 

 

ですが、大多数のトレーダーは、その指標の大前提となっている「成り立ち」「理論」 

「計算式の合理性」などを全く理解せず、 

 

「〇〇というテクニカル指標は、こうなった時にこういう判断を下せば良い」 

 

といったレベルの「どこかに書いてあった指標の見方」「使い方」だけを漠然と捉えて、 

それをそのまま真に受ける形で使用している傾向にあります。 

 

・その指標がそのようになった時に何故、そのような判断を下せるのか。 

・その指標の判断基準が、何故、値動きを予測する上で有効と言えるのか。 

 

このような、その指標を捉える上での「理論」や「合理性」などには全く目を向けてい 

ない傾向にあるという事です。 

 

 



 

ただ、その１つ１つに相応の「成り立ち」や「理論」を有している以上、本来はそれら 

を「組み合わせる事」においても、そこに相応の「合理性」があって然るべきであり、 

何故、それらのテクニカル指標を組み合わせる事で相乗効果が生まれるのかを理論的に 

もしっかりと裏付けられなければなりません。 

 

それらの「全く異なる計算式（指標）」を『足す』のであれば、それらを足す事で生ま 

れる「新たな計算式」などが、何故、相場の判断を下すうえで有効なのか。 

 

その「合理性」を理論的に説明できなければ、やはりそれは根拠の無い組み合わせを 

適当に試しているだけの行為でしかないという事です。 

 

とは言え、テクニカル指標は、どれか１つの指標を取っても、その計算式や理論は非 

常に複雑で難解なものが多いため、そんな「難解な理論」と「数式」の上で成り立っ 

ている指標を複数組み合わせて更に有効な数式（理論）を打ち立てる事は決して容易 

ではありません。 

 

 そんな「テクニカル指標を組み合わせる行為そのものが非常に難易度の高い行為に他な 

らない」という考えから、私はトレードルールを研究していく段階でその選択肢を外し 

ました。 

 

要するに「複数のテクニカル指標を組み合わせる」という選択肢を捨てて、分析対象と 

する指標を「１つだけ」に絞り込むようにしたわけです。 

 

少なくともテクニカル指標を組み合わせなければ、その検証、研究も非常にシンプルな 

視点で行えるため、 

 

・絞り込んだ指標が有効に働く局面（相場） 

・絞り込んだ指標が有効に働かない局面（相場） 

 

これらを徹底的に絞り込んでいくだけでも十分に勝率と資金の稼働率を上げていく事 

ができます。 

 

いち早く「勝てるトレードルール」を確立する上では『テクニカル指標を組み合わせ 

る』という難解な選択肢を捨てた方が早く、確実だと考えたわけです。 

 

そのようなアプローチ方法から確立していった手法が、こうして提唱している「１つの 

指標のみを徹底的に追及したトレードノウハウに他ならない」という事です。 

 

 



 

たった１つの指標のみを用いた「明確」な判断基準 

 

よって、私のトレードノウハウでは、株式相場の各主要銘柄、為替相場の各主要な通貨ペ

ア、そして仮想通貨の相場などをそれぞれ確認していけば、いずれかの相場は高い確率で

そのエントリー条件を満たしている傾向にあります。 

 

２日から３日のペースで半日から１日をめどとするエントリーチャンスが訪れる目安から、

株、為替、仮想通貨、あらゆる相場において、 

 

 

・高い頻度で２日間（４８時間）の相場のうち２４時間に相当する５割の相場 

・低い頻度で３日間（７２時間）のうちの２～３割（１２時間から２４時間）の相場 

 

 

このくらいの割合で「エントリー条件を満たす相場」が定期的に訪れるという事です。 

 

もちろん、これはあくまでも「目安」ですので、実際は相応の「バラつき」がありますが、

それでも私が主な対象としている、 

 

・仮想通貨の相場（主にビットコインの相場） 

・為替の主要となる通貨ペア（主にクロス円の主要通貨ペア） 

 

で『エントリー条件を満たしている相場が全く存在しない』という事は、そうそうありま

せん。 

 

最も稼ぎやすい「仮想通貨の相場のみ」を対象にする場合でも「エントリー条件を満たし

ている相場との遭遇率は、相場全体の２割から５割ほど」という事になるため 

 

『十分な「頻度」と「範囲」で定期的なエントリーチャンスが訪れるノウハウである』 

 

という事です。 

 



 

２～３日に一度、半日から１日に及ぶトレードサイクル 

 

そして、その「トレードが可能なサイクル（エントリー条件を満たしている相場）では、

相場が高い確率で「どちらに動くのか（上がるのか、下がるのか）」を予測できる形となる

ため、 

 

・その基準に沿った方向にポジションを建てて保有する形（デイ～スイングトレード） 

・その基準に沿った方向への短期売買を繰り返す形（スキャルピングトレード） 

 

このどちらの形でもトレードを行える事になります。 

 

ポジションを保有する形であれば、エントリー条件が満たされた相場は半日から１日ほど

で「決済ポイント」に到達する傾向にあるため、実質的な「デイトレード」または「スイ

ングトレード」という形になるはずです。 

 

 

この場合は基準に沿った「決済ポイント」（及び損切ポイント）の注文を同時に出し 

ておく事で、言わば「ほったらかし」のトレードを実現できる事になるため、相場 

（トレード）に自分自身や時間を拘束される事もありません。 

 

 

対して、エントリー条件を満たしている相場を対象に短期売買（スキャルピングトレード）

を行っていく場合は、パソコンに貼り付いてトレード（売買）を行う必要がある事から、

取引そのものに拘束されてしまうデメリットはあるものの、そのデメリットの反面で「よ

り多くのリターン（収益）」を得られる傾向にあります。 

 

とは言え、これは時間と労力を費やしてのリターンという形になるため、本業などの関係

で、それが物理的に難しいという場合や、そもそもトレードに時間を費やしたくなり場合

は、あくまでも「保有スタイル」を選択していけば問題ありません。 

 

ただ、相場の方向性が見えていれば「それに準じた短期売買を繰り返す事で、よりリター

ンを最大化する事も出来る」という事です。 

 

 



売買における「リスク」と「リターン」の比率 

 

とは言え、私のトレードノウハウは決して「必勝法」というわけではありません。 

 

長期的に「資金を増やし続ける事ができている」という点では、それを実現できているノ

ウハウですが、全てのトレードにおいて、絶対的に「勝てる（負ける事が無い）」というわ

けでは無く「相場が思惑とは違う方向に動いてしまう事」もありえるノウハウです。 

 

その場合は当然ですが、一定の段階で「損切り」を行い、その「負け」における損失を最

小限に留めます。 

 

結局、そのトレードノウハウで「勝ち続けられるかどうか（損益を常にプラスにできるか

どうか）」は、 

 

『勝てるトレードと負けてしまうトレードに頻度と、それぞれのリターンとロス（損失）

の比率がトータル的に「プラス」になっていくかどうか』 

 

であり、勝つ（稼ぐ）事以上に「負け（損失）を最小限に留める事」が重要なわけです。 

 

その点で、私のトレードノウハウにおける「損切りの基準」は、相場の状況に応じた基準

が幾つかあるものの、私自身が実際に実践している「推奨基準」では、一度のトレードで、

最悪でも資金の１０％を超えるような損失を生んでしまうような事は、まずありません。 

 

そんな「資金に対して１０％以内のリスク」の範囲の上で、私のトレードノウハウは９割

近い勝率に対して資金の１～１０％ほどの利益率を実現できる手法となっています。 

 

その「勝率」と「リスクとリターンの比率」の上でも、私のトレードノウハウは十分に「資

金が増え続ける計算が成り立つ」というわけです。 

 

 

少なくとも、私のトレードノウハウの「勝率」は、ツイッターに実際に投稿してきた 

「相場予測」とそれに伴う「結果」において、実際に９割以上の勝率は十分に実現で 

きているため、ここで言及した「リスクとリターンの単純計算」は全くもって、非現 

実的なものではないという事です。 

 

 

注）現在、仮想通貨の国内取引所ではレバレッジ取引の最高倍率が４倍までとなっている 

ため、ここに記載しているリターン率や損失金額の目安などは全て「４倍のレバレッ 

ジ取引」を前提とする数字となっています。 



 

トレードノウハウ（手法）の「要点」をまとめます 

 

ここまでお伝えしてきたものが、このオファーで私が提唱するトレードノウハウの概略に

なりますが、その要点は冒頭でもお伝えした通り、以下のようなものになります。 

 

 

 ・株、為替、仮想通貨、ありとあらゆる相場において共通した有効性を実現、再現でき 

ている「テクニカル分析の原則」に基づいている。 

⇒ 故に半永久的な有効性を保てる可能性が高い。 

 

・売買の判断に用いる指標は「１つ」であり、その「１つの指標」による明確な判断基 

 準のもと売り買いを行っていく事ができる。 

⇒ そこに「曖昧な基準」や判断に「迷い」が生じる余地なども一切存在しない。 

  

・数時間単位、数日単位の値動きの予測から、その間を保有する形の売買と、その間の 

 値動きを利用した短期的な売買が可能 

⇒ エントリー後の決済注文を事前に指定する形でも実践可能。 

 

・一度の売買で資金に対して１％から１０％、それ以上の利益率を実現できる。 

⇒ 更に SNS（Twitter）への投稿を介して９割以上の勝率を実証済み 

 

 ・２日から３日のペースで半日から１日をめどとするエントリーチャンスが訪れる。 

⇒ 高い頻度では２日間（４８時間）の相場のうち２４時間に相当する５割の相場 

低い頻度でも３日間（７２時間）のうちの２～３割（１２時間から２４時間） 

に相当する相場が対象となる。 

 

 

このようなトレードノウハウを「リアルタイムな相場」を対象に、その判断基準やトレー

ドのルールを直にお伝えしていく実践講習形式で提供させて頂きたいと思います。 

 

 



 

尚、今も現在進行形で実施している、私の「スキャルピングトレードのノウハウ」を 

提供する講座の方では「対面形式」と「通信形式」による６時間ほどの講習を介して、 

その「スキャルピングロジック」を継承しています。 

 

また、その「スキャルピングロジック」の方は、私が受講者様全員の目の前で実際に 

トレードを行って収益を上げていく 

 

「公開トレードを行う形のセミナー講習」 

 

なども実施した事がありました。 

 

  

 

ただ、今回の「デイトレ―～スイングトレードロジック」の方は、エントリーから利 

益確定（決済）までの一連の流れをお見せするには半日から１日がかりの時間を講習 

となってしまう可能性があります。 

 

そのため、今回のトレード講習は日時と時間を定めた上で行う形ではなく、 

 

「３０日の講習期間」 

 

の中で、チャットやメール、受講者様と私の通話環境が整うタイミングであれば通話 

形式なども交えて、その約１カ月間の相場の中で、私のトレードノウハウに基づく売 

買の基準を全てオープンにしていく形を取らせて頂きます。 

 

 

 



もちろん、そのエントリールール、決済ルール、損切りルールといった「トレードルール」

は『全てのルールをテキスト化した資料』をお渡ししますので、その内容に準じた講習の

方をまず日時を定めた上で実施させて頂きます。 

 

※そのトレードルールの講習は、直に顔を併せての対面習形式、スカイプ通話による通信

形式のどちらかをお選び頂ける形とします。 

 

よって、今回のオファーにおけるトレードノウハウの提供形式は以下のような形となりま

す。 

 

 

■対面形式、または通信形式によるトレードノウハウのルール講習 

 

トレードルールの全てをテキスト化した PDF資料を提供させて頂くと共に、日程を調 

整させて頂いた上で、対面形式、または通信形式による講習を行います。 

 

対面講習の場合は都内のホテル、会議室などを利用した講習となりますが講習時間は、 

２～３時間ほどを目安にして頂ければ問題ありません。 

 

■相場状況に準じたチャット、メール、通話形式による３０日間のトレード講習 

 

先立つルール講習の後、３０日間の実際の相場を対象に、随時、私のトレードノウハ 

ウに基づく売買の基準を、メール、スカイプチャット・スカイプ通話などを介して全 

てオープンにしていく形の通信補習を行っていきます。 

 

この「講習期間」に該当する３０日間は、実質的に私のトレードノウハウの基準に沿 

った売買をそのままトレースしていく事も可能となりますので、この期間に十分なリ 

ターンを手にする事も決して不可能ではないと思います。 

 

 

 

 



 

対面形式または通知形式によるトレードノウハウのルール講習 

× 

共に同じ相場を見て確認と実践を重ねていく３０日のトレード講習 
 

 

このような体制で体得する事ができる私のトレードノウハウの「リターンの大きさ」と「再

現性の高さ」は、既に十分なレベルで実証済みであり、それは先ほど提示した「ツイッタ

ーへの投稿」を実際にご覧いただくだけでも十分にお分かり頂けるはずです。 

 

そして、このノウハウの今後における「長期的な有効性」についても、 

 

 

・相場を特定する事なく、あらゆる相場において共通した有効性を有している事 

・テクニカル分析の原則に基づく人間心理を追求したトレード手法である事 

・過去数年分のバックテストにおいても有効性を実証できている事 

 

 

これらのような要因から「半永久的な有効性」を十分に期待できる手法と言えます。 

 

そういった点からも、ノウハウそのものの「単純な金銭的価値」は、もはや計算のしよう

がなく、これが「資産運用のノウハウ」である以上、その資金と投じていく時間（期間）

によって、そのリターンは天井知らずに増やし続ける事が出来るはずです。 

 

そんなノウハウを、そのノウハウを確立した私自身が 

 

『３０日間に渡って直にその全てを手ほどきする』 

 

という体制などから、このオファーの「受講料」は、既存の『スキャルピングロジックの

トレード講習』と同様に、以下のような価格設定とさせて頂きました。 

 

 

３０日間のトレード講習＋対面プラン 受講料：１９８万円（税込） 

３０日間のトレード講習＋通信プラン 受講料：１８８万円（税込） 

 

 



そもそもが「お金でお金を生み出していくノウハウ」である以上、そのようなものの「金

銭的価値」の算定は非常に難しいと言わざるを得ません。 

 

ただ、そこに確固たる「不変性」があり、それを裏付けるだけの「根拠」も十分なノウハ

ウである事。 

 

その「継承」において、私自身が３０日間に渡って実際の相場を対象とする手ほどきをし

ていく事。 

 

これらを前提とした価格帯として、約２００万円ほどの受講料は、少なくとも私は十分に

「妥当な金額」と考えています。 

 

不変性のある半永久的な有効性を期待できる本物のトレードノウハウを、３０日間の実際

の相場を対象に『実践』を伴う形で体得できる機会（チャンス）に対して２００万円ほど

の金額を妥当と思うかどうか。 

 

これがどうしても「妥当と思えない」のであれば、それも 1つの価値観です。 

 

ただ、あなたの価値観において、これを十分に「妥当」と思える余地があるようなら、 

 

「自分自身がこのノウハウをモノにしたいかどうか」 

 

を真剣に、そして冷静に検討してみてください。 

 

私としても、これは決して衝動的に申し込みを入れてほしいようなオファーではありませ

んので、しっかりと「検討」に「検討」を重ね、本気でこのようなお金の稼ぎ方を学びた

い人、このような世界に身を投じたい人にお申込み頂きたいと思っています。 

 

実際に長時間、長期間に渡って同じ空間で時を過ごし、また、お付き合いする事になるの

ですから、お申し込みにおきましても、そのくらいの決意を固めて申し込んで欲しいとい

う事です。 

 



ここにはあえて「申し込みボタン（リンク）」を貼りません 

 

ですので、このオファーにおいては、仮に今現在の時点で「お申し込みの意欲」がかなり

高まっている状況にあるとしても、決してそのままの勢いで申し込んでしまうのではなく、

一度、冷静に『本当にこのノウハウをモノにしたいのか（モノにする必要があるのか）』を

考えてみてください。 

 

その上で、今回のオファーを「受けたい」「受けてもいい」と思われた場合は、一度、最終

的なお申し込み前の段階で 

 

「最終確認を兼ねた私との話し合い（スカイプまたはお電話）の時間を作って頂きたい」 

 

と思います。 

 

もしくは「最終的な判断を下すために私と話をしてみる」という形でも構いません。 

 

その際、トレードルールの具体的な手法等についてのご質問を頂いても構いませんし、そ

の際に頂くご質問に対して、 

 

「それはお金を頂かないと教えられません。」 

「それは今の時点では秘密です。」 

 

といったように回答を渋るような事も一切いたしません。 

 

私としては、口頭で説明できる範囲の内容、詳細は、頂いたご質問に対して、可能な限り

お答えしていくつもりですし、その上で１００％ご納得いただけた段階でお申し込みのス

テップに進んで頂きたいと思っています。 

 

あなたの疑問、不安、懸念等は、事前に全て、解消させていただき、一点の曇りもなく、

納得できた時点で、最終的な決断を下していただきたいという事です。 

 



お申し込みの前にまずは一度、直にご挨拶をさせてください。 

最終確認を兼ねたご質問、ご相談も大歓迎です。 

 

現時点で何の質問事項などもなく、既にお申し込みの意思を固められているなら、対話の

際は「参加したい」の一言でも構いません。 

 

まずはお申し込みの前に一度、ご挨拶だけでも、互いの言葉を直に交わせる機会を作って

頂ければと思います。 

 

>> お申込み前の事前通話の申請はこちらから 

→ http://ebook-japan.com/secret/form2/ 

 

 

事前通話は「スカイプ」または「お電話」にて承りますので、上記の申請リンクよ 

り希望日時を申請いただければ、折り返し対応日時の方をご連絡させて頂きます。 

※事前通話は、参加を検討されている段階の質問、相談等でも問題ありません。 

 

 

 

「スキャルピングロジック」と「デイトレ・スイングトレードロジック」の比較 

 

私自身、今も現在進行形で「スキャルピングトレード」を前提とするトレードノウハウ 

を対面または通信形式の講習を介して多くの方へ継承しています。 

 

その上で、今回、こうして提案している「デイトレード～スイングトレード」を前提と 

するトレードノウハウと、その「スキャルピング」を前提とするトレードノウハウは、 

一概に「どちらが優れている」というわけではなく『どちらにも相応のメリットがある 

もの』です。 

 

少なくとも、私の「スキャルピングノウハウ」は、 

 

「資金に対して１日あたり４～６％ほどの利益率の実現が可能」 

 

であるため、自らの時間と労力は取られるものの、こちらはその時間と労力を最大限の 

リターンを手にしていく事が出来ます。 

 

http://ebook-japan.com/secret/form2/


 

対して「デイトレード～スイングトレード」は、そこまでの利益率は実現できませんが 

スキャルピングトレードの実践に伴うような時間や労力は取られません。 

 

労力という点ではルール（基準）に沿ったタイミングでの「売り買い」のみで、そのト 

レードごとに資金に対して１～１０％ほどのリターンの実現できる事になります。 

 

つまり、いずれもその「稼ぎ方」そのものが根本的に異なるという事です。 

 

幾らでも相場と向き合ってトレードを行えるような時間があり、 

 

「資金に対してとにかく１円でも多くのリターンをバリバリ稼いでいきたい」 

 

というなら『スキャルピングが適している』と思います。 

 

ただ、スキャルピングは、相場に貼り付いて秒単位、分単位の売り買いを判断し、実行 

していく必要があるため、そのような秒刻み、分刻みの判断のもと売買を繰り返してい 

く事にストレスや苦痛を感じてしまう場合、デイトレードやスイングトレードであれば、 

そこまで細かな状況判断を繰り返していく必要はありません。 

 

何より、 

 

「そこまで相場に向き合えるような時間を取れない」 

「出来る限り、自分自身の時間や労力を費やす事なく資金の運用を行いたい」 

 

という場合は、今回の『デイトレ、スイングトレードのノウハウが適している』と思い 

ます。 

 

もちろん、どちらに価値を感じるかは人それぞれの境遇や感覚によって変わってくると 

思いますが作業量に対するリターンという視点を重視するなら、今回の「デイトレード 

スイングトレード」のロジックは「スキャルピング」のロジックを遥かに凌駕するとい 

う事です。 

 

 



－ Ｑ＆Ａ － 

 

この企画や運用における手法に対してのご質問等は、直にお話しをさせて頂く際にも承り

ますが、ここまでの「おさらい」も兼ねて、以下に「Ｑ＆Ａ」の方もご用意させて頂きま

した。 

 

Q：どれくらい稼げますか。 

 

どれくらい稼げるかは「資金」によりますし、一回一回のトレードチャンスをどの段階 

（タイミング）で押さえていく事ができるか。 

 

また、どれくらいの相場（市場）を対象にトレードを行っていくかによっても変わって 

きます。 

 

エントリーチャンスそのものは、既にお伝えした通り、１つの市場（相場）に対して２ 

日から３日に一度ほどの頻度で半日から１日ほどに相当する「エントリー条件を満たせ 

る相場」が訪れる事になりますので、その一回のトレードチャンスで得られるリターン 

の目安が資金に対して１％から１０％ほどとなります。 

 

トレードチャンスの頻度とリターン率が高い時であれば、２日に１度のエントリーチャ 

ンスで１０％のリターン（一日あたり５％のリターン）が実現できる事になり、逆にト 

レードチャンスの頻度とリターン率が低い時でも、３日に１度のエントリーチャンスで 

１％ほどのリターンは得られるという事です。 

 

よって、仮に３日毎１％のリターン率であるとしても月間のリターン率は１０％に相当 

しますので、これを最低水準としても、いかにこのトレードノウハウのリターン率が高 

いものであるかは十分にお分かり頂けると思います。 

 

ただ、実際はほぼ間違いなく、その２倍から３倍（１カ月あたり資金に対して２０～３ 

０％のリターン率）、実質的にはそれ以上のリタ―ン率になる場合がほとんどです。 

 

仮に１カ月あたりのリターン率が３０％ほどになるとした場合でも、一般会社員の収入 

程度（月収３０万円程度など）であれば、１００万円ほどの資金があれば十分に稼ぎ出 

していく事が可能であるということです。 

 



Q：投資、デイトレなどの知識、経験が全くないのですが、それでも出来ますか。 

 

投資、デイトレの知識、経験は全く必要ありません。 

 

ただ、この手法が「何故、有効であるか」「何故、勝てるのか」の理屈、論理は、ある程 

度の経験や知識があるほど、自らの知識、経験と照らし合わせて、その有効性をすぐに 

ご理解いただけると思います。 

 

もちろん、そのような知識、経験がない方にも十分に理解、納得していただけるように

「有効な理由」や「その根拠」は講習の際にしっかりとご説明します。 

 

 

Q：勝率はどれくらいですか。 

 

基本的に資産運用というものは「トータル」及び「長期」の視点で資金が増えていくか 

どうかが重要ですので、それを実現できるのであれば「勝率」にあたるものは、極端な 

話１％（９９回に１回しか勝てない）でも問題ないものだと思います。（１００回中１回 

の勝ちでトータルプラスになるなら、それで良いという事です） 

 

逆に勝率が９９％でも、トータル、及び長期間で見て資金がマイナスになってしまうな 

ら、その手法は「有効」とは言えません。 

 

ですので、この「勝率」というものは、あまり意味のある数字とは言えませんが、その 

前提の上で「勝率」という数字のみを回答として示すなら９割ほどです。 

 

少なくとも、この「9割の勝率」については、私が実際に「エントリー条件」を満たし 

た際に Twitterに投稿していた「相場の予測」と「その結果」の方でも確認いただけま 

す。 

 

ＦＸ、仮想通貨テクニカルトレーダーＹ（Twitter） 

https://twitter.com/FXY69219641 

 

尚、ここで言う「負け」はすなわち「損切」を意味しますが、実際の運用時に損切が必 

 要となるような局面は、１０回に１回にも満たない程度の確率（勝率）であるという事 

です。 

 

https://twitter.com/FXY69219641


 

Q：資金はどれくらい必要ですか。 

 

レバレッジをかけられる仮想通貨などの市場を対象とする場合は１０万円ほどの資金か 

らでも実践が可能です。 

 

 

Q：一回あたりの運用（トレード）に要する時間はどれくらいですか。 

 

エントリー時点から決済までに要する時間の目安は半日から１日（１２時間～２４時間） 

が「目安」ですが、これはあくまでも目安ですので、これ以下になる場合も、これ以上 

になる場合もありえます。 

 

保有時間が短くなるケースで言えば数時間ほどになる事もあれば、保有時間が長くなる 

ケースでは数日という事もありますが、それ以上、以上となるような事はそうそうあり 

ません。 

 

ただ、ポジションを保有した上で基準に沿った決済タイミングのみを狙っていくのであ 

れば実際のトレード（売買）に時間を取られるのは、その「エントリー」のタイミング 

と決済のタイミングのみであり、それらもある程度の目安で「指値注文（事前にエント 

リー＆決済の金額を指定しておく注文）」で出しておく事もできます。 

 

よって、エントリー時、および決済時や、その保有時間において、常に相場をチェック 

し続ける必要は無いということです。 

 

 

Q：運用のルール、手法は簡単ですか。 

 

簡単と思うかどうかは人それぞれの感覚によって異なってしまうと思いますが、決して 

そこまで「複雑なものではない」と思います。 

 

そもそもたった１つの指標のみを用いてエントリーから決済、損切までを判断していく 

手法という点で、世間的に出回っている「トレードノウハウ」にあたるものと比較する 

なら、そのルールは極めてシンプルな部類に入るはずです。 

 

 



 

Q：感覚的な要素や裁量的な要素が必要となるようなノウハウですか。 

 

そのような「裁量」にあたるものを「応用的に用いる余地」はあります。 

 

ですが、そのようなものを排除して、完全に「ルール通りに機械的に行えるノウハウ」 

でもありますので、裁量が「必要か」と問われれば、答えは「ノー」であり、必要あり 

ません。 

 

あくまでも「ルール」のみに沿って、ロジカルに運用を行える手法です。 

 

 

Q：何か特別なソフト、ツールなどを利用する手法ですか。 

 

チャート（値動き）の確認に「トレーディングビュー（tradingview）」というウェブ上 

で利用できるサービスを利用しますが、それ以外に特殊なソフトやツールなど利用する 

事はとくにありません。 

 

よって、実際の資産運用にはインターネットに繋がっている状態のパソコン、タブレッ 

トなどがあれば、それだけの環境で十分に実践が可能です。 

 

 

Q：複数のモニター（画面）に幾つものチャートを同時に見る必要はありますか。 

 

強いて多くのチャートを同時に見るような手法ではありませんので、モニターは一台で 

も問題ありません。 

 

私自身、旅行先などではノートパソコン一台でこの手法を実践していました。 

 

ただ「チャート」と「注文画面」を分けて表示できた方が「やりやすい」という側面も 

ありますので、それでもモニターが２つあれば十分です。（私が自宅での取り組む際は２ 

つのモニターで行っています） 

 

またはＰＣとタブレット、ＰＣとスマートフォンなどを組み合わせて取り組んでいく形 

でも問題ありません。 

 



Q：資産の運用を行える時間などに制限、条件などはありますか。 

 

私が推奨する仮想通貨の相場は土日を問わず２４時間、常に取引が可能であるため、そ 

のエントリー条件が満たされていれば、いつでもトレードを行っていく事ができます。 

 

また、為替の相場も土日は取引が行えなくなりますが、平日は２４時間、いつでも取引 

が可能です。 

 

よって、基本的には２４時間、いつでも実践が可能という事です。 

 

 

Q：マニュアル、テキストのようなものは頂けますか。 

 

講習時には、私のノウハウの「ルール」「ポイント」などをまとめたレジェメ（資料） 

の方を提供させて頂きます。 

 

レジェメの方はＰＤＦでの提供となりますが、主要となるルール、ポイントなどは、講 

習後においても、そのレジェメの方でいつでも確認いただけます。 

 

 

Q：資産運用に用いる証券会社、取引会社に指定はありますか。 

 

 強いて「この会社を使わなければ実践できません。」というものはありませんが、私自身

が使い慣れている取引会社を同じように利用していただいた方が、いろいろな面でスー

ムズかと思いますので、そちらをご案内させて頂きます。 

 

ただ、既に使い慣れた取引口座があるという場合は、そちらで運用して頂いても構いま

せん。 

 

 

Q：資金の全てを失うリスク、借金を抱えてしまうようなリスクはありませんか。 

 

トレードルールにおいては「損切」のルールが含まれていますので、そのルールに従っ 

てしっかりと「損切」を行えれば、その損失も最小限に留められます。 

 

その「損切りの基準」については、相場の状況に応じた基準が幾つかあるものの、私自 

身が実際に実践している推奨基準では、一度のトレードで、最悪でも資金の１０％を超 

えるような損失を生んでしまうような事はありえません。 

 

また、その「頻度」という点でも、勝率が９割を超える私のトレード手法では、いざ、 

その「損切ルール」が適用されるようなケースは１０回に１回、あるかないかという範 

囲です。 

 



 

『何故、そこまで稼げるノウハウを第３者に教えるのか』 

 

Q&Aにあたるものを幾つか並べてきましたが、このようなオファーに対して誰もが率直に思

う疑問は、他でもない『なぜ、そこまで稼げるノウハウを他人に教えるのか』という事だ

と思います。 

 

ただ、この問いへの率直な答えは 

 

『それが私にとって最も大きなメリットに繋がっているから』 

 

であり、このトレードノウハウで自ら稼いでいく事よりも、ノウハウそのものを第３者に

継承していく方が、自分自身の利益、メリットを最大化できるため、こうして自らのノウ

ハウを第３者に継承していくオファーを提案しているのが率直なところです。 

 

ですが、これは、その「受講料」などが、その「より大きな利益」や「メリット」に該当

するわけではありません。 

 

それ以上の多大な利益とメリットが、自らのノウハウを第３者に継承していった「先」に

控えているという事です。 

 

少なくとも『トレードで稼ぐ事（＝私のトレードルールに従って利益を上げる事）』は、ノ

ウハウさえ、しっかりと継承してしまえば、それこそ「誰でも出来る」と言っても過言で

はないため、まさにこれは「第３者へ完全に任せられる業務」に他なりません。 

 

更に、この「トレードによってお金を稼いでいく」という行為は、自らの手によって稼げ

るようになるほど「精神的なストレス」が大きくなる傾向にあったため、私としては 

 

『ストレスを感じる「トレード」という業務を、自分が行っていく必要性は全くない』 

 

という結論に至ったわけです。 



 

それこそ「本当に有効なノウハウ」を確立した状況における「トレード」は、より多 

くの「資金」と「時間」を投じていくほど、ほぼ青天井に収入を増やせてしまうもの 

だと思います。 

 

今回、こうして提唱しているトレードノウハウにおいても「売り買いのタイミング」 

のみを狙ってポジションを保有する形のトレードでも十分なリターンを実現できる 

ものですが、その間に相場に貼り付いて短期的な売買を細かく行っていけば、そのリ 

ターンは更に大きなものに出来るのが実状です。 

 

そんな「時間さえ費やせば青天井に稼げてしまうノウハウ」を確立してしまった私は 

一時は四六時中、トレードばかりに没頭してしまい、睡眠時間を削り、食事の時間を 

削り、遊びの時間を削り、家族との時間を削り、全ての時間をひたすらトレードに充 

てていた事がありました。 

 

相場から目を離している１分、１秒という時間の全てが 

 

「本来であれば稼げていたはずのお金を常に垂れ流しにしているような喪失感」 

 

に襲われるようになり、トレードを行っていない時は常に「損」をしているような感 

覚に陥り、まさに「相場に依存するような生活」を送っていたわけです。 

 

 

トレードという業務（労働）を「第３者に任せる」という選択 

 

世間には色々な「仕事」や「業務」にあたるものがあると思いますが、それらは『誰がそ

れを行うかで結果が大きく変わってしまうもの』と『誰がやっても全く同じ結果にしかな

らないもの』に分ける事が出来ます。 

 

その点で、私のトレードノウハウに沿った『トレード』という業務は、完全に『誰がやっ

ても全く同じ結果にしかならないもの』に他なりませんでした。 

 

そのような点も含めて私は、「トレードという業務（労働）を私自身が自らの時間を割いて

行っていく必要は無い」と考えたわけです。 

 



 

更に私のトレードノウハウは「エントリー条件を満たせている相場」において、そこで短

期的な売買を繰り返していく事が最も利益を最大化させる事に結びつくため、そのような

「条件を満たせている相場」が２４時間、それ以上と継続する場合、常にそこに貼り付く

事でより大きなリターンを得られます。 

 

ですが、私一人や、特定の誰か一人に運用を任せる形では、当然、不眠不休で２４時間、

それ以上の時間を継続してトレードを行い続けるような事は出来ません。 

 

故に、より多くのトレーダーに資金を分散して任せていく事で、 

 

「常に誰かが動き続ける相場を対象に利益を上げていける体制」 

 

を作り出せる事になります。 

 

結果として、数名のパートナーに資金を運用してもらっている現在の体制によって、その

ような「取りこぼし」も、ほぼ無くせているという事です。 

  

 

結局のところ「自分自身が抱えるストレスを避け、更に利益を最大化できる形」が、 

こうして第３者に自らのノウハウを継承していく体制だったという事ですから、私自 

身は全く「トレードで苦労している人を救ってあげたい」というような聞こえの良い 

意図や思惑を抱いているわけではありません。 

 

ですが、そのような「自分の利益を最大化できる方策」を取る事で、結果的にお互い 

が得を出来るなら、そこに「二の足を踏む理由」は何もありません。 

 

結果として、私はこのような形で多くのパートナーに自らのトレードノウハウを継承 

して「資金の運用」を任せる形で、そこから生じた利益を分け合っているわけです。 

 

 

 



 

 

－私がパートナー達と締結している「資金運用」の条件について－ 

 

ちなみに私が「パートナー」に対して、私の資金を運用してもらう上で互いに締結して 

 いる運用条件は以下のようなものになっています。 

 

・損失は全て私の負担とし、運用者は一切のリスク（負担）を負わない 

・運用によって得た収益（利益）は５０％（半分）を受け取る事ができる  

 

つまり、損失は全て私が被り、その利益については半分（５０％）だけを私が受け取り、 

残りの半分（５０％）は自分の利益にしても良いという条件で運用を任せているという 

事です。 

 

言うまでも無く、実際に「運用を行う側」には何のリスクもなく、全てのリスクを私が 

背負いながらも、利益の半分を運用する側に提供するわけですから「私にとってのみ不 

利な条件」である事は明白です。 

 

ですが、このような条件で問題なく資金の運用を任せられるほど、私は私自身の手法に 

「自信を持っている」という事であり、実際にそれだけのリスクヘッジも徹底されてい 

る手法なので、この条件でも私としては「全く問題はない」と思っています。 

 

まず、どう転んでも「致命的な損失が生じてしまう事は無い」と言えるレベルのリスク 

ヘッジを徹底できているからこそ、このような条件で運用を任せられるわけです。 

 

もちろん、それでも最初はトレードノウハウの完全習得を私自身がしっかりと確認でき 

るまで、少な目の資金で練習するような期間は設けていますが、今では１００万円単位、 

多い人だと１０００万円単位の資金を任せているパートナーもいます。  

 

 



 

その上で、私のトレードノウハウでは、以下のように「資金に対して１０％以上のリター 

ン率」を１日で実現できてしまう事もザラにあります。 

 

 運用資金、約 140万円に対して 200,608円のリターン（14.3％のリターン率） 

  

http://market-researcher.info/wp-content/uploads/2019/05/0514.gif 

※クリックすると拡大できます 

 

 運用資金、約 180万円に対して 238,755円のリターン（13.2％のリターン率） 

  

 http://market-researcher.info/wp-content/uploads/2019/05/0516.gif 

※クリックすると拡大できます 

 

私このような１０％以上のリターン率を実現できたような日は、当然、運用を任せている 

パートナー数名も、これに近い利益を同じように出してくれます。 

 

つまり、１０万円を運用しているパートナーからは１万円（１００万×１０％）の５０ 

％に相当する５０００円、１００万円を運用しているパートナーからは１０万円（１０ 

０万×１０％）の５０％に相当する５万円、２００万円を運用しているパートナーから 

は２０万円（２００万×２０％）の５０％に相当する１０万円・・・。 

 

このような、いわゆる完全な「不労所得」が私のところに転がり込んでくるようになっ 

ているという事です。 

 

http://market-researcher.info/wp-content/uploads/2019/05/0514.gif
http://market-researcher.info/wp-content/uploads/2019/05/0516.gif


この収益モデル（不労所得）は、実は「誰でも」作れます 

 

ちなみに私が現在、確立しているような 

 

「第３者に資金の運用を任せて不労所得を得る」 

 

という収益モデルは、私のトレードノウハウを実際にマスターすれば、誰でも同じように

実現できるものだと思います。 

 

もちろん、私のようにインターネットを介して「ノウハウの提供」を呼び掛けて、講習料

などを取っていくような事はして欲しくありませんが、個人的なのご友人、知人等にノウ

ハウを教えるというのは一向にかまいません。 

 

実際、私の講習で学んだノウハウをご両親や息子さんなどに教えて家族ぐるみで稼いでい

る受講者さんは数名、おられます。  

 

つまり、私のトレードノウハウを学べる講習やセミナーは、自分以外の誰かに資金の運用

（トレード）を任せて稼ぐという収益モデルの構築を前提とする形で受講されても一向に

構わないという事です。 

 

※そう考えると、私が現状いただいているトレードノウハウ継承のための「受講料」は、

このような事業（収益モデル）を構築するための初期費用だと思えば、ものすごく「破格」

だと思います 

 

 

オファーの概要をまとめます。 

 

今回のオファーを端的にまとめますが、私の方から提供させていただきたいのは 

 

『あらゆる市場（相場）に適応できるトレードノウハウ』 

 

であり、手法の前提としては、数時間から数日のポジション保有を前提とするデイトレー

ド、スイングトレードが主体のノウハウであるものの、スキャルピングなどの短期売買へ

の応用も可能な手法となっています。 



デイトレード、スイングトレードを前提とする場合のリターンは推奨する仮想通貨のレバ

レッジ取引（４倍推奨）で、１回のトレードあたり資金に対して１～１０％ほどの利益率

の実現が可能であり、その「勝率」も９割以上を維持できている状況です。 

 

その「９割の勝率」については、実際にエントリー条件を満たした際の相場予測をランダ

ムに投稿しているツイッターの方で、その勝率はしっかりと実証済みであり、残り１割の

「負けてしまう場合」においても、推奨する基準に沿った損切りを行って頂ければ、資金

に対して１０％以上の損失を生んでしまうような事はまずありません。 

 

エントリーチャンスの頻度は２日から３日に一度、半日から１日ほどの目安でエントリー

条件を満たす相場が訪れる傾向にあり、 

 

・高い頻度では２日間（４８時間）の相場のうち２４時間に相当する５割の相場 

・低い頻度でも３日間（７２時間）のうちの２～３割（１２時間から２４時間）の相場 

 

これらをめどとする割合と範囲が実質的な「エントリー（トレード）の対象」となります。 

 

また、実際のトレード（エントリー・決済）においても、１つの指標のみを判断基準とす

る形の「明確なもの」であり、その判断の際に「迷い」が生じる余地なども一切ありませ

ん。 

 

応用的に「裁量」を加えられる余地はありますが、基本的にはエントリーから決済、損切

りまで、全ての動作において明確なルール（基準）が定められているという事です。 

 

そんなトレードノウハウの全てを、以下のような２つの講習を介して継承させて頂きたい

と思います。 

 

 

■対面形式、または通信形式によるトレードノウハウのルール講習 

 

トレードルールの全てをテキスト化した PDF資料を提供させて頂くと共に、日程を調 

整させて頂いた上で、対面形式、または通信形式による講習を行います。 

 

対面講習の場合は都内のホテル、会議室などを利用した講習となりますが講習時間は、 

２～３時間ほどを目安にして頂ければ問題ありません。 

 



 

■相場状況に準じたチャット、メール、通話形式による３０日間のトレード講習 

 

先立つルール講習の後、３０日間の実際の相場を対象に、随時、私のトレードノウハ 

ウに基づく売買の基準を、メール、スカイプチャット・スカイプ通話などを介して全 

てオープンにしていく形の通信補習を行っていきます。 

 

この「講習期間」に該当する３０日間は、実質的に私のトレードノウハウの基準に沿 

った売買をそのままトレースしていく事も可能となりますので、この期間に十分なリ 

ターンを手にする事も決して不可能ではないと思います。 

 

 

まずは「トレードルールの講習」を、直に顔を併せての対面習形式、またはスカイプ通話

による通信形式のどちらかで受講いただく形となり、その際にエントリールール、決済ル

ール、損切りルールなどの全てのルールをテキスト化した資料をお渡しします。 

 

その後、そのルールに沿った実際のトレードを 

 

「３０日間の実際の相場」 

 

を対象に、エントリーの判断、決済の判断、状況によっては損切の判断における全ての情

報を共有させて頂きますので、それらを踏まえて実践的にノウハウの全てをマスターして

いってください。 

 

この３０日間の講習期間は、その都度、チャットやメール、受講者様と私の通話環境が整

うタイミングであれば通話なども交えて講習を進めていきますので、実質的に私のトレー

ド状況をほぼそのままトレースできる環境の中でノウハウを学ぶ事ができるということで

す。 

 

もう、あなたの決意は固まっているかもしれませんが… 

 

本当に有効なトレードノウハウにあたるものを学び、それをしっかりとモノにできるよう

な機会（チャンス）はそうはありません。 



 

そもそも「本当に有効なノウハウ」を有しているような人は、いわゆる専業のトレーダー

にあたるような人であり、そのような人はまず第３者に自らのノウハウを提供しようとは

考えないからです。 

 

それこそインターネット上には「情報商材」と呼ばれるものや高額な投資塾、ここ最近で

言えば「サロン」といったものなどもありますが、実情として言えば、そういったもので

提唱されているノウハウの有効性は、やはり「知れたもの」だと思います。 

 

もし、それが本当に有効なものなら、それ相応の「価値（価格）」を提示し、相応の「体制」

で公開していくはずですが、実際にそこまでの体制で本格的にノウハウを継承しているよ

うな情報商材、塾、サロンはいずれも皆無なのが実情です。 

 

そんな中、私のトレードノウハウは、SNS（ツイッター）へのリアルタイムな相場予測で十

分な勝率とパフォーマンスを実証している状況にあり、そんなノウハウを実際の３０日間

の相場を介して全てのルールをオープンにした状況で実践的に教えていくわけですから、 

 

「本当に有効なトレードノウハウを、この上ない環境でモノにできる絶好の機会」 

 

である事は、まず間違いないと思います。 

 

とは言え、仮に今現在の時点で「お申し込みの意欲」がかなり高まっている状況にあると

しても、決してそのままの勢いで申し込んでしまうのではなく、一度、冷静に『本当にこ

のノウハウをモノにしたいのか（モノにする必要があるのか）』を考えてみてください。 

 

『このようなお金の稼ぎ方が自分に「合っているか」どうか』 

『こういったお金の稼ぎ方を自分が「したい」のかどうか』 

 

是非、そこを冷静に考えて頂いた上で、お申し込みの方を慎重に検討して頂ければと思い

ます。 

 

この講座の特性上、受講者の方とは、実際に長時間、長期間に渡って同じ空間で時を過ご

し、また、お付き合いする事になるのですから、お申し込みにおきましても、そのくらい

の決意を固めて申し込んで欲しいという事です。 

 

 



 

その上で、今回のオファーを「受けたい」「受けてもいい」と思われた場合は、是非一度、

最終的なお申し込み前の段階で「最終確認を兼ねた私との話し合い（スカイプまたはお電

話）のお時間」を作ってください。 

 

最終的な判断を下すために私と対話してみるという前提でも構いません。 

 

私の「手法」についての細かな質問等も大歓迎ですので、そのようなところも含めて、あ

なたの疑問、不安、懸念等は、事前に全て、解消させていただき、一点の曇りもなく「納

得」ができた時点で、最終的な決断を下して頂ければと思います。 

 

>> お申込み前の事前通話の申請はこちらから 

→ http://ebook-japan.com/secret/form2/ 

 

 

事前通話は「スカイプ」または「お電話」にて承りますので、上記の申請リンクよ 

り希望日時を申請いただければ、折り返し対応日時の方をご連絡させて頂きます。 

※事前通話は、参加を検討されている段階の質問、相談等でも問題ありません。 

 

 

 

あらゆる不安、ストレスの全てから解放されていく感覚。 

それを是非、あなた自身が「リアル」に味わってください。 

 

 

今回のオファーにお申し込みいただき、そこから実際に「講習」を受けていった際は、お

そらくものの数日ほどで、あなたが抱える、ありとあらゆる「不安」や「ストレス」など

から一気に解放されていくような感覚を「リアル」に味わえると思います。 

 

私自身が実際に資金を運用して収益を上げ、その有効性を『実証』すると共に、あなた自

身がその方法で稼ぐ（稼げる）という事を、すぐにでもそのまま『体験』できるからです。 

 

何より、私がお伝えした基準（法則）の通りに相場がどんどん動いていくような状況は、

最初は思わず目を疑ってしまうかもしれません。 

 

 

http://ebook-japan.com/secret/form2/


ですが「何故、相場がその基準（法則）に沿って動くのか」なども全て理論的な部分も含

めてしっかりとお伝えしますので、そういった部分を併せてご理解いただければ、相場が

その法則に沿った動きを見せる事が、むしろ「必然的」に思えてくるはずです。 

 

そこまでの「理解」が進めば、当然、その基準（法則）に沿って稼いでいく事にも絶対的

な確信を持てるはずですから、そのノウハウで今後、稼ぎ続ける事ができるであろう収入

なども「鮮明」にイメージできる事になります。 

 

その「イメージ」によって、この上ない「モチベーション」が自分の中から湧き上がって

くる感覚、そして、今後の将来、未来が一気に明るく開けていく感覚を是非、リアルに味

わってみてください。 

 

それは「お金が関わるありとあらゆる不安」や「ストレス」の全てから解放され、それら

とは無縁な人生を今後、一生涯、歩んでいける確信とイメージに繋がっていくはずです。 

 

そして、その上での「現実的な可能性」という点でも、このオファーでは「私以上の経済

力」を悠々と手にしていくような相場師が、今後、何人も生まれていく事になると思いま

す。 

 

私としては、本気でそのようなステージを目指したいような人にこの手法を提供していく

と共に、このノウハウを提供した方とは、今後においても長く、良い関係を築いていきた

いというのが、率直な本心です。 

 

故に、それなりの「覚悟」を決めて頂く必要性からも、その受講料は決して安い価格帯に

はなっていませんが、そうであるからこそ、お申し込みは慎重に、そして、真剣に検討を

重ねて頂いて結構です。 

 

その最終的な判断のために、私と直に話をしてみるという形でも構いません。 

 

このような「今後の件」も含めまして、あなたと直にお話しをできる事を楽しみにしてい

ます。 

 

>> お申込み前の事前通話の申請はこちらから 

→ http://ebook-japan.com/secret/form2/ 

 

 

http://ebook-japan.com/secret/form2/


ＰＳ：このオファーは、一人の受講者様に対して、それなりの期間と時間を要する形とな

るため、受講を希望される方のお申し込み状況によっては、物理的に新たな受講希望者様

を受け入れられなくなる可能性があります。 

 

よって、とくに「募集期限」のようなものは定めませんが、受講を希望される方の状況次

第で、一時的な募集の停止、または募集そのものを終了させて頂く可能性がございますの

で、その点は何卒ご理解ください。 

 

ただ、仮に募集を停止、終了する場合は当ページを削除するか、お申し込みを行えない形

にしますので、こちらの手紙が公開されている状況、また、事前通話の申し込みを行える

状況にあれば、ひとまず募集は継続していると判断して頂いて問題ありません。 

 

よって、現時点で、あなたの中に「お申し込みの意欲」や「その検討の余地」または「確

認、質問しておきたい事」などがあるようなら、まずは一度、事前通話の方へお申し込み

いただければと思います。 

 

あとは、私と直に言葉を交わした上で判断、決断してください。 

 

その上で「信用できない」「納得できない」ところが少しでも残るようであれば、その時点

で、申し込みを見送って頂いて結構です。 

 

それはそれで、あなたの中でしっかりと検討を重ねた上での結論、決断になると思います

ので。 

 

要するに、最終的にどのような決断を下すにせよ、あなたが納得できる形でそれを決めら

れるなら、それに越した事はないという事です。 

 

少なくとも、今は直に私と言葉を交わして判断を下せる状況にある事は間違いありません

ので、この機をあえて逃す手はありません。 

 

その上で、他でもない「今後」のために、お互いに有意義な話が出来るに越した事はあり

ませんので、まずは、そのための機会を作って頂ければ幸いです。 

 

>> お申込み前の事前通話の申請はこちらから 

→ http://ebook-japan.com/secret/form2/ 
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PS２：メールによるお問い合わせ、ご質問も大歓迎ですので、もし、メールの方で確認し

ておきたい事、聞いておきたい事があれば、お気軽にお問合せください。 

 

問い合わせ先メールアドレス：a178203@gmail.com 

mailto:a178203@gmail.com

