
最長で１分。それ以上、含み損を抱える事なく FX（トレード）で「勝つ事ができる」としたなら。 

 

徹底して「含み損を抱える事のないトレードルール」で 

６～７割の勝率を実現している『鉄壁のトレードノウハウ』を 

実際の相場における「売買のポイント」をそのまま公開していく 

『リアルタイムな直接指導体制で継承したい』と思うのですが 

 

 
エントリー条件を満たした時点のレートを、そのまま「損切りレート」に設定し、 

そのレートを割り込んだ時点で『即座』にポジションを解消する。 

 

そんなトレードルールで実際に「勝ち続けられる（稼ぎ続けられる）」なら、この 

上なく「理想的なトレードスタイルを実現できる」と思いませんか？ 

 

もしも、あなたが含み損を抱え続ける不安、恐怖、リスクにストレスを抱えた事が 

あるなら、このトレードノウハウは、その全てを“回避”し“無縁”なものにできる、 

この上なく「理想的なトレードノウハウ」に他ならないと思います。 

 

“ローリスク、ストレスフリーなトレードだけを徹底しながら、悠々自適に資産を運 

用し、安定したリターンを実現していきたい。“ 

 

これは、そんな「あなた」が『求めているノウハウ』であり、そして『求めるべき 

ノウハウ』だと思いますので、是非、最後までお付き合いください。 

 

私達からの「提案」をどう受け入れるとしても、少なからず、あなたにとって「有 

益な情報」を数多く提供できるはずです。 

 

FX・仮想通貨トレーダー橋本 ＆ テクニカル分析と統計心理学 管理人 Y 

 

 

－コインを投げて、表が出れば一万円が貰えて、裏が出れば千円を支払う。 

そんな「明かに好条件な勝負」を『何度でも行える』というなら、 

今すぐに、そして、一生涯でも「やり続けるべき」だと思いませんか？ 
 



 

コインを投げた際、表が出る確率と裏が出る確率は、そのコインに細工が施されていない限り、どちら

の確率も５０％（５割）であり、これは『物理的に揺るがないもの』だと思います。 

 

そんな「５割の確率」が担保されている勝負事で、リスク（支払う金額）よりもリターン（受け取れる

金額）の方が大きければ「一度きりの勝負」や「数回が限られた勝負」では負ける事があっても、それ

を『何度でも行える』となれば、その勝負を繰り返し行っていくほどリターン（収益）の方がほぼ確実

に大きくなっていくはずです。 

 

まして、その「リスクに対するリターンの比率」が５倍、１０倍となっていれば、長期的にその勝負を

繰り返す事で「収支がマイナスになる」という事は、まずありえません。 

 

それどころか、勝負を繰り返し行っていくごとにリターン（利益）の方が、どんどんどんどん大きくな

っていくはずです。 

 

つまり「相場」を対象とする「FX(トレード）」において「勝率が５０％のトレードルール」を確立する

事ができた場合、 

 

・勝ちトレードとなる場合の利益額（リターン） 

・負けトレードとなる場合の損失額（リスク） 

 

これらの対比が 

 

「リターン ＞ リスク」（リスクよりもリターンが大きい状況） 

 

となっていく事が『確実』なのであれば、そのトレードルールにおけるトレードは「繰り返し行えば行

うほど稼げる」という事になります。 

 

ただ、この理屈を「成り立たせる」には、 

 

 

 ・トレード勝率が５０％である事 

・リスク（負けた場合の損失）よりもリターン（勝った場合の利益）が大きい事 

 

 

これらが『絶対条件』であり、これらのうち『自らが確実なものに出来る』のは、後者の「リスクとリ

ターンの対比条件（いわゆるリスクリワード）」のみなのが実情です。 

 



少なくとも相場（トレード）における「リスクとリターンの対比条件（リスクリワード）」は、 

 

・利益の幅：どこまで利益（含み益）を伸ばしてポジションを解消するか 

・損失の幅：どこまで損失（含み損）を我慢してポジションを解消するか 

 

このような「ルール」を定める事によって、任意の対比条件（比率）を『固定（確定）』する事ができま

す。 

 

ですが「勝率」については、やはり、相場の値動き次第となってしまうため、これについては、どう転

んでも「確実なもの」にはできません。 

 

要するに「リスクとリターンの対比条件」はルールによって「固定（確定）」する事ができても、トレー

ドにおける「勝率」は、相場の値動き次第の『不確定要因』になってしまうという事です。 

 

 

どこで負け（損失）を確定させ、どこで勝ち（利益）を確定させるか。 

 

 

「単純な確率論」で言えば、相場を対象とする「トレードルール」においては『利益の幅（含み益を伸

ばしていく範囲）』を広くするほど「勝率」は下がり、また『損失の幅（含み損を確定させる範囲）』を

狭くするほど「負ける確率」が上がる事になります。 

 

例えば、１日に１円ほどのレート変動がある相場の現在レートが「１００円」である時、 

 

・９９円に下がる確率（１円のマイナス変動がある確率） 

・１１０円まで上がる確率（１０円のプラス変動がある確率） 

 

であれば、当然の理屈として、１日にレート変動の範囲内である「９９円に下がる確率の方が高い」と

いう事になります。 

 

よって、仮に以下のようなルール（条件）でトレードを行った場合、 

 

・９９円に下がった時点で損失を確定させる（１円分のマイナス変動で損切りを行う） 

・１１０円に上がるまで利益を確定させない（１０円分のプラス変動で利益を確定させる） 

 

単純な「確率」の上では、１円分のマイナス変動が生じて「１円の損失が伴う負けトレードとなる可能

性の方が高い」という事になります。 

 



ルール上、１０円のプラス変動があれば「１０円の利益が伴う勝ちトレード」となるため、リスクに対

するリターンの比率は１０倍に相当しますが、単純な確率の上では、明らかに「負けてしまう可能性の

方が高いトレード条件」となっているため、このような条件のトレードで実際に「勝つ事」は、決して

容易ではありません。 

 

つまり、マイナス変動の範囲に対するプラス変動の範囲の割合が大きくなるほど、実際のトレードで勝

つ事は難しくなるという事です。 

 

ですが、今回、ご案内しているトレードルールでは、冒頭でもお伝えしたように「エントリー条件を満

たした時点のレート」を、ほぼそのまま「損切りレート」に設定します。 

 

要するに、そのレートを割り込むような「マイナス変動」に対しては、即座に「損切り」を行い、その

時点で『損失を確定させてしまう』という事です。 

 

エントリー条件を満たしたレートを割り込んだ時点でポジションを解消し 

含み損を抱える続ける事を徹底して避ける「鉄壁」の損切りルール 

 

ただ、エントリー時点のレートを損切りレートに「定める事」や、そのようなルールに、ただ「従う事」

は誰でも出来ます。 

 

ですが、相場の値動きは、原則として『上がっては下がり、下がっては上がる』といった動きを繰り返

していく傾向にあるため、エントリー時点のレートを割り込んだ時点で即座に「損切り」を行うような

ルール（条件）で実際にトレードを行っていけば、１０連敗や１００連敗、強いては、１０００連敗と

いったレベルの負けトレードを繰り返していく事にもなりかねません。 

 

その際の「レート変動に伴う損失」が微々たるものであるとしても、取引ごとの「手数料」や「スプレ

ッド」による損失が蓄積されていくため、仮にどこかで「勝ち」を拾う事が出来ても、やはり、トータ

ル的に収支を「プラス」にしていく事は難しいのが実情です。 

 

つまり、かなり『高い精度』で、 

 

・相場がここから上がっていく（ここからはもう下がらない） 

・相場がここから下がっていく（ここからはもう上がらない） 

 

という状況を『的確』に予測し、そのような『絶妙なポイント』でポジションを建てる事ができない限

り、エントリー時のレートを、そのまま「損切りレート」に設定するようなトレードルールで勝つ事、

勝ち続ける事は、出来ません。 



 

そんな中、私達が確立している『テクニカル分析に基づくトレード』では、実際に「エントリー条件を

満たした時点のレート」を、そのまま「損切りレート」に設定するルールを「固定」している中で、６

～７割もの勝率を実現し、実際に勝つ事、勝ち続ける事が出来ているということです。 

 

『ほぼ含み損を抱える事なく、勝ち続ける事ができる』 

そんな「理想のエントリールール」が、このノウハウの「最大の武器」です 

 
エントリー条件を満たした時点のレートを、そのまま「損切りのレート」に定めながらも、そのトレー

ドにおいて『勝てている』という状況は、トレードを行った際において、相場がエントリー条件を満た

した時点のレートを割り込む事なく、ポジションを建てた方向に進んでいく事を意味します。 

 

要するに、エントリー後のポジションにおいて、ほぼ含み損を抱える事なく、相場はポジション方向に

進行していく事で、そこに含み益だけが生じていくという事あり、これはまさに『全てのトレーダーに

とって理想的なトレードスタイル』に他ならないはずです。 

 

ただ、ここで「ほぼ（含み損を抱える事はない）」とお伝えしているのは、このトレードルールにおける

「エントリー」や「損切り」などの判断が『１分間のローソク足（１分足）確定ベース』で行っていく

ものになっている関係上、エントリー条件を満たした時点からの「１分間」については、含み損が生じ

ていく場合もありえます。 

 

ですが、逆に言うと、エントリー条件を満たした時点のレートでポジションを建てた場合においては、 

 

「マイナス方向へのレート変動に伴う含み損を１分以上、抱え続ける事は無い。」 

 

という事であり、１分以上、含み損を抱える状況は「損切り」となっている状況に他なりません。 

 

よって、このトレードルールでポジションを持った際、６～７割のトレードでは、エントリー条件を満

たした時点のレートを１分以上、マイナス方向に割り込む事もなく、仮にエントリー条件を満たした時

点のレートをマイナス方向に割り込んだとしても、その１分以内には相場が戻り、そこからは「含み益」

だけが生じていく状況となっています。 

 

つまり、実際のトレードにおいて「含み損」を抱えて我慢をする時間は、長くても『１分間』であり、

それ以外でポジションを保っている時間は、ひたすら「含み益」を抱えながら「最終的な利益をどこま

で伸ばす事ができるかをワクワクしながら相場と向き合っていく状況になる」という事です。 

 



含み損を抱え続ける「リスク」「不安」「恐怖」は最長でも１分。 

それらのストレスが『ほぼ無いに等しいトレードを行える』という事です 

 

例えば、以下は実際にこのトレードノウハウで実現したパフォーマンス（リターン）における、実際の

「損益状況の推移」を表した画像になりますも、いずれも、ほぼ「含み損」を抱える事なく『含み益の

みを伸ばしていくトレード』を行えていることがお分かり頂けるはずです。 

 

4 月 9日運用パフォーマンス ＋70,725 円（運用資金：約 130 万｜リターン率：5.3％） 

 

５月 1９日運用パフォーマンス ＋43,970 円（運用資金：約 105万｜リターン率：4.1％） 

 

6 月 11 日運用パフォーマンス ＋138,069 円（運用資金：約 110万｜リターン率：12.1％） 

 

 

上記では『運用資金１００万円ほどに対して５～１０％（５～１０万円）を超えるリターン率』を実現

できている事がお分かり頂けると思いますが、今回はそんなトレードノウハウを、 

 

 

・対面形式または通信形式によるマンツーマン講習 

・実際の相場における売買ポイントをそのまま共有していくリアルタイムな直接指導 

 

 

このような「万全の体制」で、私、橋本と、このトレードノウハウの根幹を担う「テクニカル分析の基

準」を確立させた、私の「トレードの師匠」である Yさんが講師を担う形で継承させて頂きます。 

 



  

講師を務めさせて頂く私、橋本と「Y さん」について                

 

 私のメルマガからこちらを目にして頂いている場合はご存知の事と思いますが、私、橋本は、以下 

のようなブログを運営していた者です（今はほぼトレードが本業になっているため、ブログなどの 

メディア運営は行わず、たまにメルマガのみを発信するようなスタイルで活動しています。） 

 

バイヤーとトレーダーの２足わらじ、橋本のブログ  

  

 

 今でこそ、トレードがほぼ本業になっている私ですが、私のトレード実績および、今回ご案内して 

いるトレードノウハウは実質的に、今回のオファーで共に講師を担う Yさん独自のテクニカル分析 

に基づくものになっています。 

 

 その上で、Yさんは『テクニカル分析と統計心理学』というブログを運営されている方で、彼が 

 講師を務めるテクニカル分析、および、資産運用（トレード）のセミナーは、 

 

 「Y さん自身が受講者全員の目の前でトレードを行い、その場で稼いでみせる」 

 

 という事を平然とやってのけるような内容で、これまで１００万円以上もの受講料を基本として 

 いるにも関わらず、私が受講したセミナーでも５０名を超える受講生が集まっていました。 

 

  



 

また、以下のようなツイッターを介して、リアルタイムな形で、自らのテクニカル分析とトレー 

ドルールに基づくトレードポイントをそのまま公開していく「公開トレード」を行い、通算１０  

０回以上のトレードポイントを公開し『年間単位で９９％以上もの勝率を現在進行形で実現し続 

けている、疑いようのない「本物のトレード実績」を持っている人物』です。 

 

Y さんの公開トレード用ツイッター：https://twitter.com/FXY69219641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のツイッター画像にも記載がある「２０１９年７月以降」で、こちらのツイッターを介して 

リアルタイムに公開し続けている「公開トレードの結果」は、彼が運営している『テクニカル分 

析と統計心理学』のブログの方に、そのトレード結果の一覧がそのまま掲載されています。 

 

公開トレードの勝率・パフォーマンス一覧：http://market-researcher.info/?p=2061 

 

2020 年、2021 年度ツイッター公開トレードのトレード勝率 

 

  

実際にツイッターを利用されている方は分かると思いますが、ツイッターへの投稿（ツイート） 

は、ブログなどへの投稿と異なり、その投稿日時や、投稿内容（文章）の修正、編集などを一切 

行う事ができ無い仕組みとなっています。 

 

https://twitter.com/FXY69219641
http://market-researcher.info/?p=2061


 

加えて、ツイッターへの投稿内容は、全てのフォロワーに対してリアルタイムに通知される仕 

組みとなってるため、仮に「予測が外れたケース」など、都合の悪いツイートのみを削除する 

ような行為によって「勝ち続けているトレーダー」を装っても、それぞれのフォロワーには動 

かぬ証拠となる全ての投稿がリアルタイムに届いています。 

 

つまり、彼のツイッターへの投稿内容が全て「本物」である事は、私も含めて彼のツイッター 

の全てのフォロワーさんが認知しているという事です。 

 

（ですから「疑わしい」という場合は、是非、実際に Y さんのツイッターをフォローして、そ 

のリアルタイムな投稿内容と実績が、全て「本物」である事をご自身の目で確かめてくだい。） 

 

その上で、Y さんは「SNS（Twitter）を介して自らのトレードルールの有効性を実証する」と 

いう事を前提としている点で、あえて「勝率」を重視し、実際に９割を超える勝率を実現し続 

けていますが、トレードノウハウにおける本当の意味の有効性は、より高い勝率ではなく「長 

期的により多くのリターンを実現できる事にある」と思います。 

 

 その点で、彼が確立している「テクニカル分析の基準」は『９割を超える勝率を実現できる』 

 という時点で、そのポテンシャルが高い事は十分に実証されていますが、実際のところ、勝率 

よりもリターン（利益）の方重視する形で、更にその有効性とポテンシャルを更に大きく引き 

出す事が出来るものになっていました。 

 

そのような背景から、私は Yさんから教えを受けたテクニカル分析に基づくトレードを、勝率 

よりも「リターン」の方に重きを置く形で行ってきた経緯から、９割までの高い勝率を実現でき 

ずとも、６～７割の勝率で「より大きなリターンを実現できる事」を、それなりのトレード回 

数と検証期間を経て、十分に実証する事が出来たため、 

 

『橋本さんが講師を担う形で、ノウハウを「継承する側」に回ってみませんか？』 

 

というお誘いを頂き、今回、このような形で Yさんと私が講師を担う『リターン重視のトレー 

ドノウハウの継承オファー』をご案内させて頂くに至ったというわけです。 

 

 

つまり、今回のオファーで継承させて頂くトレードノウハウは、年間１００回以上のトレード回数を経

て９９％のトレード勝率を「疑いようのない形」で実現し続けている『極めて精度の高いテクニカル分

析をもととするノウハウ』を、私とそのテクニカル分析の基準を１から確立した人物による「万全の体

制で継承させて頂くもの」という事です。 

 



 

一度のトレードで運用資金５％～１０％増のリターンを実証済み 

勝率よりも含み損を抱えず「リターンの最大化」を追求したノウハウ 

 

これはトレーダーによる（人による）かもしれませんが、少なくとも私はトレードにおいて「含み損を

抱えたポジションを保持している状況」は、そこに多少なりと不安、恐怖、ストレスなどを感じずには

いられません。 

 

どんなに「その後の値動きがどうなるか」の動向に自信を持ち『後々、その含み損は解消される」とい

う事を予測した上でポジションを持っていたとしても、相場における「未来の予測」は絶対ではないた

め、そこに不安や恐怖、ストレスなどを感じてしまう事は、どうしても「避けられない」わけです。 

 

ただ「エントリー時点のレートを、ほぼそのまま損切りのレートに定める」というルールを徹底すれば

『含み損を抱えたポジションを保持し続けなければならない状況』は避けられる事になります。 

 

今回のトレードルールは「１分間のローソク足の確定ベース」で、エントリーやクローズ（決済）を判

断していきますので、１分以上、レートがマイナス方向に変動する事による含み損が生じるような状況

で徹底してポジションを解消していくようにすれば「１分以上、マイナス方向へのレート変動に伴う含

み損を抱え続ける事は無くなる」ということです。 

 

ですが、上下を推移する事が常の相場において、ここまでの「徹底された損切りルール」では、どうし

ても「損切りとなるケース」が多くなってしまい、トレード全体の「勝率」は著しく低くなってしまう

のが実情です。 

 

まして、その判断を「１分周期で行う」というトレード条件は、 

 

『エントリー条件を満たした時点のレートを１分間以上割り込んだ時点で損切り』 

 

という事を意味するため、経験が豊富なトレーダーほど、このような条件で「勝つ事」および「勝ち続

ける事」が、いかに『難しいか』をご存知なはずです。 

 

ただ、このようなトレード条件で実際に「勝てている要因」は、既に言及した『テクニカル分析の精度

（値動きの予測精度）が極めて高い』という事が「絶対条件」である事に加えて、 

 

「ビットコインの相場を対象とするＦＸでトレードを行っている」 

 

という事も、大きな要因（勝因）の１つになっているんです。 



鉄壁のトレード条件で６～７割の勝率を実現できるテクニカル分析。 

その有効性を更に相乗させる「ビットコインＦＸ」の優位な取引条件。 

 

 

実情として、エントリー時点のレートをそのまま損切りレートとするトレード条件で実際に勝つ事、勝

ち続けるが難しい要因は『取引ごとに生じる「手数料」や「スプレッド」に伴う損失が取引を行うごと

に積みあがってしまう事』にあります。 

 

まず、株のトレード（売買）では、必ず取引ごとに手数料を取られてしまうため、仮に１００円で買っ

た株を１００円で売却しても、そこで生じる「手数料」の分が必ず「損失」となってしまうため、レー

ト変動に伴う損失が０円でも、トレード回数や、取引量（取引金額）が大きくなれば、その分だけ「手

数料による損失が大きくなってしまう状況」を避ける事ができません。 

 

また、為替相場を対象とする FX の場合は、株のトレードの際に生じるような「手数料」は無料という取

引会社が多いものの、その場合は、ほぼ例外なく『スプレッド』が、その売買（トレード）ごとに生じ

る形になっています。 

 

例えば以下は「SBI 証券」の取引画面ですが、各通貨ペアに表示されている「売」と「買」のレートには、

全て、一定の差額が生じている事がお分かり頂けるはずです。 

 

 

 

上記画像の時点で言えば、ドル円で「売りポジション」を建てる場合は 104.779 円となりますが 

「買いポジション」を建てる場合は 104.781 円という事になり、為替相場の FXでは、上記のよ 

うにサイト側が提示している買値と売値に一定の価格差（スプレッド）が生じています。 

 

よって、上記の画像における 104.781 円で「買いポジション」を建てた場合、実質的にレートの変動が

全くない状況で即座にポジションを解消したとしても、その時点の「売値」は 104.779 円となるため、

この時点で生じている「買値」と「売値」の価格差（スプレッド）分は、必ず損をする事になります。 

 

要するに、為替相場の FXはスプレッド分以上のレート変動がポジション方向に生じてからでなければ勝

つ事ができない（利益を出す事ができない）という事です。 



このような「株」や「為替（FX）」のトレード条件に対して、ビットコインの FX においては、為替相場

の FXのような「サイト側が売値と買値に差を付けてレートを提示する形のスプレッド」が存在しない取

引所も多く、その上で、株の売買のような「取引手数料」も、利用条件次第では『無料』という取引所

が幾つか存在します。 

 

つまり、ビットコインの FX は、株式相場における「手数料」や、為替相場の FX における「スプレッド」

といった「取引コスト」にあたるものを全て『避けられる』わけです。 

 

 

 株の売買は市場参入者同士の注文でレートが寄り合っていく「板取引」が基本となっているため、 

為替相場を対象とする FX のような「スプレッド」は、ほぼ無いに等しい状況で取引を行えますが 

そこで取引手数料が必ず生じる形になっています。 

 

対して、ビットコインの FX は、株の取引と同様の「板取引」によってスプレッドが無い状況であ 

りながら、利用条件によって手数料も「無料」という取引所が幾つか存在するという事です。 

 

多くのトレーダー達を苦しめ続けた「取引コスト」を『ゼロ』に。 

 

その上で、今回、継承させて頂くトレードノウハウは、スプレッドが存在しない取引所を対象に、取引

手数料も「無料」を原則とする条件でトレードを行えるため、ポジションを建てたレートと、同レート

でポジションを解消した場合における、 

 

・取引手数料によって生じるマイナス（損失） 

・スプレッドによって生じるマイナス（損失） 

 

これらを全て「回避」できるようになっています。 

 

つまり、レート変動分のマイナス（損失）が生じていなければ、そのトレードにおいては１円の損失も

生じる事はありません。 

 

１００万円で買ったビットコインを１００万円で売っても１円の損失も生じませんし、１００万円の売

りポジションを１００万円で解消しても、やはり損失は１円も生じる事はないからです。 

 

このような「取引条件」が前提となっている点で、ビットコインの FX を対象とする場合の『エントリー

条件を満たした時点のレートをそのまま損切りのレートに定める』という、このトレードルールが「い

かにローリスク（場合によってはノーリスク）であるか」は、容易にご理解いただけるはずです。 



ただ、ビットコインの相場や、その FX（証拠金取引）によるトレードなどは、言っても、ここ数年の「新

しいマーケット（市場）」に他ならないため、多くのトレーダーが、その圧倒的な優位性にまだ、気付い

ていません。 

 

（現に、この手紙を読んで『ビットコインの FXは、そんなにも「おいしい相場」だったのか』と、驚い

ているトレーダーも少なくはないはずです。） 

 

 

「手数料負け」「スプレッド負け」を完全に『回避』できる取引条件。 

これはビットコインの FXにおいてのみ存在する「特権」です。 

 

 

それこそ、ここで言及したような「手数料負け（手数料による損失）」「スプレッド負け（スプレッドに

よる損失）」が『無い』という点は、トレードや FX の経験者層ほど、その「優位性の大きさ」が痛いほ

ど分かるところだと思います。 

 

事実、多くのトレーダーが「トレード」の対象としている株や為替相場の FX では、先立って言及したよ

うな「手数料」や「スプレッド」があったため『エントリー時点のレートを損切りレートに定める』と

いったルールを前提とするトレードを「行えない現実」がありました。 

 

仮にそのような「エントリー時点のレートで損切りを徹底するルール」でトレードを行っていったとし

ても、手数料やスプレッドが生じていく分で、どうしても「負けてしまう」のが実情だったからです。 

 

ただ「手数料」「スプレッド」などによる損失を完全に「回避」できるのであれば、エントリー時点のレ

ートを、そのまま「損切りのレート」とするルールを徹底する事で、実際のトレードで生じる「損失」

も、実質的に「回避」できる事になります。 

 

仮にトレードの「勝率」が『１０％』や『１％』といった「極端に低い勝率」であっても、理路上、収

益は十分にプラスになっていくという事です。 

 

そして、そのような取引手数料も、スプレッドも無い（取られない）という「圧倒的に優位な取引条件」

を前提とする中で、このトレードノウハウにおいては、冒頭でも掲げた通り『６～７割』という５割を

超える勝率を実現する事ができています。 

 

つまり『エントリー条件を満たした時点のレートを割り込んだ時点で即座に損切りを行う』というルー

ルを徹底しながらも「６～７割のトレード（１０回中、６～７回のトレード）では損切りになる事なく

勝つ事、利益を上げる事が出来ている」という事です。 



 

少なくとも、手数料もスプレッドも無い「ビットコインの FX」であれば、それらによって『負ける』と

いう事も、実質的に回避する事ができるため、 

 

・相場がここから上がっていく（ここからはもう下がらない） 

・相場がここから下がっていく（ここからはもう上がらない） 

 

このような相場の「転換点」となるポイントを『的確』に予測できれば「含み損を抱え続けるストレス」

を完全に排除し、ひたすら「利益（含み益）」を伸ばす事だけを期待できる『ストレスフリーなトレード』

を実現していく事ができます。 

 

そして、これは実質的に「相場が転換するポイント（トレンドの転換点）を予測する」という事に他な

りません。 

 

その上で、このトレードノウハウにおいては、そのような「相場が転換するポイント」を６～７割の勝

率（１０回あたり、６～７回の確率）で的中させる事できる『極めて精度が高いテクニカル分析の判断

基準を確立できている』という事です。 

 

 

「もう、これ以上は下がらない」「これ以上は上がらない」 

そんな『相場の転換点』を高い精度で予測する“極致点”テクニカル 

 

 

ただ、多くの人がトレードで資金を失い「負けている」という現実がある以上、ここで言うような「相

場の転換点」を予測する事は、決して容易ではありません。 

 

故に、私もそのような「相場の転換点」を『確実に予測できる』とは思っていませんし、それはまず「不

可能」だと思っています。 

 

ですが、在るべきテクニカル分析を行う事で「その可能性が高いポイント」を予測する事は十分に可能

であり、このトレードルールにおいては、 

 

『相場がそこで止まる（抜けられない）なら、そこが転換のポイントとなる』 

 

というようなテクニカル分析における『相場転換の極致点』となるレートを「エントリー」と「損切り」

を兼ねたポイントに定めた上でポジションを建てていくという事です。 

 



 

極致点テクニカル ＝ 逆張りトレード？ 

 

よって、このトレードノウハウの話は、トレードの経験者層からすると、下がってきた相場の反転や、

上がってきた相場が反転しそうなポイントを狙う『逆張りを前提とするノウハウ』に感じられるかもし

れません。 

 

ですが「相場」には『大きな流れ』と「その大きな流れに沿ってトレードをする人達（スキャルピング、

デイトレなどのトレーダー）」もいれば『小さな流れ』と「その小さな流れに沿ってトレードをする人達

（スイング、長期トレーダーなど）」の両方が常に「混在」しています。 

 

例えば、以下はの画像は、ビットコインの「７月中旬１週間ほどの値動き」を示したローソク足チャー

トですが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このチャート画像では、７月１４日あたりから始まっている「下降トレンド」が、７月１６日の最安値

にあたる『反転ポイント①』を境目に「反転」し、その後、７月１７日以降は「上昇トレンド」となっ

た上で、２１日の終日あたりの『反転ポイント②』で再び「反転」し、下がり始めているような相場状

況を確認できると思います。 

 

これに対して、この時の相場（チャート）を、そのまま、より「長期的な視野」で見たローソク足チャ

ートが以下になります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような長期的なチャートを見ると、ビットコインの相場は２０２０年の３月頃から始まっている大

きな上昇トレンドが８月まで継続しているのが分かるはずであり、先立つチャート画像の『７月１４日

から２１日までの１週間の値動き』は、この約５カ月に及んだ上昇トレンドの中で言えば、 

 

・かなり値動きが小さくなった一時的なレンジ相場 

・上昇トレンドが一時的に納まりを見せて、再び上昇し始める直前の相場 

・上昇トレンドにおける押し目（上昇トレンドの中にある一時的な下降地点） 

 

といった見方もできる相場（期間）だった事が分かります。 

 

よって、先立つチャート画像の『反転ポイント①』は、短期的に相場を見ているトレーダーにとっては、

相場の「反転」を狙える『逆張りのポイント』となっていたものの、長期的に相場を見ているトレーダ

ーにとっては、長期的に続いている上昇トレンドの中の「押し目」を狙った『順張りのポイント』だっ

たという事です。 

 

つまり、７月１４日から２１日までの１週間の値動きにおける『反転ポイント①』は、短期的に相場を

見ているトレーダー目線における 

 

『下降トレンドが反転する逆張りポイント』 

 

でありながら、長期的に相場を見ているトレーダー目線においては 

 

『再び上昇トレンドに飛び乗る事ができる絶好の順張りポイント』 

 

だった事になります。 



この事から、先立つ画像内で示した『反転ポイント①』は、 

 

・短期的にビットコインの相場を見ていたトレーダー 

・長期的にビットコインの相場を見ていたトレーダー 

 

これらの異なる視点のトレーダーの「両方（全て）」が『買い目線』となるポイントであり、 

 

・短期的な下降トレンドの「反転」を狙う「逆張り」トレーダー 

・長期的な上昇トレンドの「押し目」を狙う「順張り」トレーダー 

 

これらの異なる「トレンド目線」と、異なる「トレード手法」を用いるトレーダーの「両方（全て）」も

『買い目線』となるポイントとなっていた事になります。 

 

要するに７月１６日の最安値である『反転ポイント①』は、 

 

「多くのトレーダーの買い目線（買い注文）が一致する『極致点』となっていた」 

 

という事であり、そうであるからこそ、この『反転ポイント①』を境に、実際に相場はグイグイと上昇

していく形になっていったと分析する事ができるわけです。 

 

異なる時間軸、異なるトレンド目線、異なる手法 

“大多数のトレーダーの目線が一致するポイントを狙い撃つ” 

 

このトレードノウハウにおける理論的な考え方は、ここで例を挙げたようなテクニカル分析の基準にお

いて、多くのトレーダーの視点と注文が一致する可能性が高いと考えられる 

 

『相場の極致点となるようなポイント（レート）』 

 

を１分周期のローソク足（１分足）を対象とするテクニカル分析によって判断し、その条件を満たした

時点で実際にポジションを建ててトレードを行っていきます。 

 

その後、エントリー条件を満たした時点のレートを相場が抜けてしまえば即座にポジションを解消する

わけですが、このようなロジック（理論）を前提とするテクニカル分析によって、実際に『６～７割の

勝率』を実現する事が出来ているため、１０回ほどのトレードを行えば、そのうちの６～７回は、思惑

通り、相場はポジション方向に進んでいく（進んでいる）という事です。 

 



よって、私達が提唱するトレードルールでは、 

 

・短期的な視点において相場が反転する可能性が高い逆張りポイント 

・長期的な視点において相場が再び進行し始める可能性が高い順張りポイント 

 

これらの条件が重なるポイントを狙っていく形となるため、いざ利幅（含み益）を伸ばせる時は、かな

り大きな値動き（レート変動）をガッポリと『リターン』へ変える事ができます。 

 

例えば、以下はビットコインの現物売買の相場を対象とした、 

 

・実際のエントリーポイント（エントリー時点のレート） 

・ルールに基づいた決済ポイント（決済レート） 

・その間に伸ばす事が出来た利幅（現物レートの変動幅） 

 

これらをそのまま示す形のチャート画像になりますが、現物レートの変動幅でも１０～２０万円ほどの

利幅（変動幅）を実現できている事がお分かり頂けるはずです。 

 

３月１３日～３月１４日トレードポイント 

 

 

 

 青丸：「買い」によるエントリーポイント（１分ローソク足が「最安値」で確定したタイミング） 

黒丸：「決済」を行ったポイント（１分ローソク足が「最高値」で確定したタイミング） 

 



４月２９日～５月１日トレードポイント 

 

青丸：「買い」によるエントリーポイント（１分ローソク足が「最安値」で確定したタイミング） 

黒丸：「決済」を行ったポイント（１分ローソク足が最高値または最安値で確定したタイミング） 

 

５月８日～５月１０日トレードポイント 

 

赤丸：「売り」によるエントリーポイント（１分ローソク足が「最高値」で確定したタイミング） 



 

実際にルールに沿ったトレードを行う際は『１分ローソク足の確定ベース』でエントリーや決済を行っ

ていきますので、上記のチャート画像の最安値、最高値（ローソク足のヒゲ先）のレートが「エントリ

ー」および「決済」のレートとなるわけではないものの、各ローソク足の最安値、最高値に近いポイン

ト（レート）でポジションを建て、そして、決済できていることは間違いありません。 

 

その上で、これらのトレードポイントを含めて、私達がこのトレードノウハウの講習（公開）を開始し

た２０２０年の３月以降で、実際に「数万円～十数万円の大きな利幅」を実現できているトレードポイ

ントを、もう少し「長期的なチャート」で示すと以下のようになります。 

 

（２０２０年３月～６月までのエントリーポイント）★が先立つ３つのトレードポイントに該当 

 

 

上記、全てのトレードポイントにおいて、１分のローソク足の確定ベースで、その最安値、および最高

値に限りなく近いポイントで実際にポジションを建て「そこから数万円、時に、１０万円以上もの利幅

を実現できている」という点で、いかにこのトレードノウハウが、 

 

・長期的な視点、短期的な視点、いずれにおいても相場が転換（反転）しているポイント 

・長期的な視点における押し目と短期的な視点における転換点を兼ねたポイント 

 

などを、絶妙に狙ってポジションを建てる事ができているかがお分かり頂けるはずです。 

 

そして、これらは全て「後付けで示しているだけのトレード結果」ではなく、私達がこのトレードノウ

ハウの講習（公開）を開始した２０２０年の３月以降、すでに１００名近い受講者様が、そのトレード

ルールに基づく形で実際に「トレードを行ってきているポイント」となっています。 

 



現に上記で示した「エントリーポイント」および、そこからの「決済ポイント」は全て、先立って私や Y

さんが実施する「トレード講習」を受講し、同じトレードルールを学んでいる受講者様に対しては、以

下のようなスカイプチャットを介して「その各エントリーポイントと、その後の決済ポイントをほぼリ

アルタイムにお知らせした相場」でもあります。 

 

（２０２０年４月３０日付 Y さんが受講者様に実際にお送りしたスカイプチャット） 

 

（チャットメッセージ拡大） 

 

 

（その後、追ってお知らせしたスカイプチャット） 

 

（チャットメッセージ拡大） 

 



 

こちらのスカイプチャットを介して、ほぼリアルタイムに送っている、 

 

・４月３０日１１時における買いポジション（それ以前までは売りポジション）の生成ポイント 

・５月１日１時における買いポジションの解消ポイント 

 

これらが、そのまま以下の値動きにおける「１１万円ほどの利幅」を実現したトレードポイントにあた

るという事です。 

 

４月２９日～５月１日トレードポイント 

 

 

つまり、先ほど示したような「トレードポイント」においては、その「全て」が上記のような「スカイ

プチャット」を介してリアルタイムな形で、Y さんが実際の受講者様に送っていった 

 

「ルールに基づく実際のトレードポイント（エントリー＆クローズのポイント）」 

 

であり、このルールに沿ったトレードを実際に行っているような受講者様は、現実に「これだけの利幅」

をそのまま『リターン（利益）』に変えて、ご自身の「資産（資金）」を大きく増やす事が出来ていると

いう事です。 

 



 

決した、ただの「後付け」ではないリアルタイムなトレードポイント 

受講者様には全てのエントリー＆クローズのポイントをお知らせしています 

 

よって、私達が受講者様にお知らせしているリアルタイムな情報の中には、トレード条件を満たした時

点のレートを割り込んで「損切り」の対象となった『負けトレード』のポイントも含まれていますので、

実際にトレード講習を受講した上でトレードノウハウを把握している受講者様は、 

 

・トレードルールに基づく形で利幅を得たトレードポイント（勝てた相場） 

・トレードルールに基づく形で損切りとなったトレードポイント（負けた相場） 

 

この「全て」を、こちらからお知らせしていった情報と共に、把握する事が出来ています。 

 

少なくとも、私や Y さんがお知らせしていったスカイプチャットの内容の１つ１つが「動かぬ証拠」と

して全ての受講者様の方に残っていく形になっているため、ここで提唱している「勝率」や各日付の「ト

レード結果」「利幅」などに虚偽があれば、その「動かぬ証拠」と共に、私がここで「虚偽を述べている」

という事がそのまま明白になってしまう事になります。 

 

つまり、先ほど示した各エントリーポイントと決済ポイントなどは、実際に私達のトレード講習を受講

された方々とリアルタイムな形で、その情報を「共有」し続けている『ルールに沿ったトレードポイン

ト』であり、そして、実際に大きなリターンを実現できているポイントをそのまま示したものに他なら

ないという事です。 

 

 

私達が実施するトレード講習では、このような「エントリーのポイント」「決済ポイント」を、その

時点のチャート画像を添付した上で、どの指標がどのような条件を満たした事で、どちら方向 

のエントリー条件が満たされ、また、どこでそのポジションが決済となっていったのかを、スカ 

イプチャットを介して、リアルタイムに解説していく形の「通信講習」を行っていきます。 

 

当然、その解説内容などに不明点などがあれば、その都度、チャットを介してリアルタイムに頂 

いたご質問に対応していくサポートも行っていますので、トレードルールの講習を受けたその日 

から、実際の相場（チャート）に対して、そのルールに沿ったトレードポイントをリアルタイム 

に把握し、そして、実際に売買を行っていく事ができるという事です。 

 

（よって、上記のスカイプチャットの画像内における「指標を表示させたチャート画像」や、具 

体的なルールについての「解説次項」などは非公開とさせて頂きました。） 

 



ただ「勝つ事が出来たポイント」や「大きなリターンを実現できたポイント」のみを公開する形では、

どれくらいの比率（頻度）で、このような大きな利幅を実現できるトレードを行えているのかは分から

ないと思いますので、このトレードノウハウの公開（継承）を開始した２０２０年３月１３日からの１

カ月間と、このメッセージを書いた同年９月中の全てのトレードポイントを以下に示します。 

 

以下も全て、各受講者様とリアルタイムな情報を共有している実際のトレードポイントです 

 

（2020 年 3月 13日～4月 13 日間の全トレードポイント）※公開（継承）開始日からの 1 カ月間 

 
（2020 年 9月 1 日～9月 30日間の全トレードポイント）※このメッセージを書いた最新の 1カ月間 

 

 

３月から４月にかけての１カ月間は全２７回中１９回の勝ちトレード、８回の負けトレードで勝率は７

割ほど、９月は全２１回中１１回の勝ちトレード、６回の負けトレードで、こちらも同じく７割ほどの

勝率を実現できている事がお分かり頂けるはずです。 



１カ月周期のみの勝率であれば、実際にはもう少し偏った勝率となる月もありますが、この３～４月間

と９月に関しては「６～７割」という『水準』にあたる勝率を実現できているという事です。 

 

その上で「負けトレード」となっているトレードは、冒頭からお伝えしている通り、エントリー条件を

満たした時点のレートを割り込んだ時点で「損切り」を行った時であり、対する「勝ちトレード」では、

先立って示したような数万円以上のリターンを実現できているケースもあれば、数千円、数百円といっ

た少額の利幅で手仕舞いとなっているトレードもあります。 

 

その「利幅」の『水準』となる数字を示すのであれば、 

 

「１回あたりのトレードで実現できる利幅は１０,０００円～２００,０００円ほど」 

 

であり、１０回ほどの勝ちトレードによって実現できる利幅を合算すれば最低でも１０万円ほど、また、

場合によっては１回のトレードで２０万円ほどの利幅も実現できるという事です。 

 

ただ、ここで言う「利幅」は『現物レートの変動幅』となっていますので、実際のトレードでは、この

「利幅（変動幅）」に対して『実際に資金を投じた分だけのリターン』を実現する事ができます。 

 

そして、ビットコインの FX においても「レバレッジ」の利用が可能であり、この「レバレッジ」の利用

によって、運用資金に対するポジション数量を倍増していけば、実際に倍増させたポジション数量分だ

け、実際のリターンもそのまま「倍増」できる事になります。 

 

１枚のビットコインに相当するポジションのみでトレードを行っている場合は、現物レートの変動幅が、

そのままリターン（利益）になりますが、レバレッジを利用した分も含めて「ビットコイン２枚分、３

枚分に相当するポジションでトレードを行えば、実際に獲得できるリターン（利益）も２倍、３倍とな

る」という事です。 

 

何より「レバレッジ」は、相場がポジションと逆方向に進んだ際の「リスク」と「損失」を倍増させて

しまうと共に、相場がポジション方向に進んだ際の「リターン」も倍増させる事ができる仕組みに他な

りません。 

 

よって『相場がポジションと逆方向に進んだ場合のリスク回避』を徹底している、このノウハウにおい

ては、実質的に「レバレッジに伴うリスク（損失）」も『最小限』に押さえられる事になります。 

 

つまり『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』というルールが前提のこの

ノウハウにおいては、レバレッジのリスクを『最小限』に留められる上で、そのリターンのみを『最大

限』にまで高められる事になるため『これ以上ないほど「レバレッジ」のリスクを押さえて有効活用で

きるノウハウになっている』という事です。 



エントリーレート ＝ 損切りレート 

ほぼ含み損を抱えないルールだからこそ行える『レバレッジ』の最大活用 

 

よって、この間において「１枚のビットコインを売買できる資金（１００万円ほどの資金）」に対して１

０倍のレバレッジを用いた『１０枚のビットコインに相当するポジション』でトレードを行った場合、 

 

・３月１３日～１４日の１６万円利幅 × １０枚 ＝ １６０万円のリターン（利益） 

・４月２９日～３０日の１１万円利幅 × １０枚 ＝ １１０万円のリターン（利益） 

・５月 ８日～１０日の２０万円利幅 × １０枚 ＝ ２００万円のリターン（利益） 

 

このように、この間の３カ月間の中の「３回分のトレード」だけでも、その合計リターンは４７０万円

ほどになります。 

 

つまり、１００万円ほどの運用資金をそのまま運用していくだけで、その資金総額は１００万＋４７０

万円で『５７０万円（５．７倍）になっている』という事です。 

 

ただ、このような１回のトレードで１０万円以上の利幅が出るようなケースは１カ月に一回、あるか、

無いかなのが実情のため、１回１回のトレードにおける水準的な利幅はあくまでも１～２万円ほどにな

るという事であり、１カ月あたりのトレード回数は、先ほど３～４月、９月の１か月間における全ての

トレードポイントを公開した通り、２０～３０回ほどが目安となるため、 

 

 

・ルールに基づくトレード勝率：６～７割ほど 

・ルールに基づく１カ月あたりのトレードポイント（トレード回数）：２０～３０回ほど 

⇒ １カ月あたりの勝ちトレード回数は１０～２０回ほど。 

・ルールに基づく１回あたりのトレードで実現できる利幅：１０,０００～２００,０００円ほど 

※ 利幅 × ポジション数量（資金×レバレッジ倍率）が実際の「利益」となります。 

  

 

これが今回、継承させて頂くノウハウのトレード回数、リターン率、勝率の水準となっています。 

 

よって、１カ月間の全てのポイントで平均 5 万円ほどの利幅を実現できるトレードを行っていけば、 

 

月間 10～20回の勝ちトレード × 平均 50,000 円利幅 ＝ 50～100 万円（利幅）／月 

 

これくらいの利幅を実現できるという事であり、この「利幅」に対して「運用資金 × レバレッジ倍

率」に相当するリターン（利益）を手にしていく事ができるということです。 



利幅 × ポジション数量（運用資金 × レバレッジ倍率）＝利益 

 

以下は先立って示した、このトレードノウハウに基づく実際のパフォーマンス画像になりますが、いず

れも国内で運営されている仮想通貨取引所「bitFler」のパフォーマンス画像であり、国内取引所の最大

レバレッジは「４倍」となっている事から、これらは全て『１００万円ほどの運用資金に４倍のレバレ

ッジを用いて実現しているパフォーマンス』となっています。 

 

4 月 9日運用パフォーマンス ＋70,725 円（運用資金：約 130 万｜リターン率：5.3％） 

 

５月 1９日運用パフォーマンス ＋43,970 円（運用資金：約 105万｜リターン率：4.1％） 

 

6 月 11 日運用パフォーマンス ＋138,069 円（運用資金：約 110万｜リターン率：12.1％） 

 

 

いずれもビットコインのレートは１００万円前後を推移している時期のパフォーマンスである事から、

１０,０００～２００,０００円の利幅は運用資金の１～２％に相当し、そこに４倍のレバレッジを用いる

事で、１００万円ほどの運用資金に対して４％以上のリターン率を実現できているという事です。 

 

ただ、海外で運営されている仮想通貨の取引所でも「トレード（ＦＸ）」は可能であり、海外取引所であ

れば１０倍、２０倍といったレバレッジを用いたトレードを行う事も可能です。 

 

よって、上記のパフォーマンス事例と同様にビットコインのレートが１００万円の時、１０万円の資金

に１０倍のレバレッジを用いる範囲でも、１枚に相当するビットコインでトレード（売買）を行える事

になります。 

 



 

つまり、同条件で１００万円の資金に１０倍のレバレッジを用いれば、勝ちトレード１回あたりの実現

リターンは１０～２００万円ほどとなるという事です。 

 

資金１００万円で「１００万円以上のリターンも可能」という事です。 

 

よって、このトレードノウハウで『資金×レバレッジ 10倍』によるトレードを基本としていけば、 

 

『１回のトレードで運用資金を２倍（１００％増し）にする事も可能』 

 

という事であり、１０倍以上のレバレッジ倍率（２０倍、５０倍、１００倍など）を基本としていけば、

更にその２倍、５倍、１０倍のリターンを実現していく事もできます。 

 

とは言え、先ほど示した「このノウハウで実現できるリターンの目安」となる、 

 

月間 10～20回の勝ちトレード × 平均 50,000 円利幅 ＝ 50～100 万円（利幅）／月 

 

こちらの『利幅』は、全てのトレードポイントで、くまなくトレードを行っていった場合に実現できる

利幅の水準に他なりません。 

 

ですが、このトレードルールでは、１分周期のローソク足（１分足）を対象とするテクニカル分析によ

ってエントリー、および決済の判断を行っていくため、厳密に言えば、エントリー条件を満たした瞬間

の損切り条件を兼ねたレートでポジションを建てる事が出来るのは 

 

『そのエントリー条件を満たす１分周期のローソク足が確定した瞬間のみ』 

 

という事になります。 

 

その後、チャートのローソク足（１分足）が「エントリー条件を満たした時点のレート」を割り込む形

となれば『損切り』となりますが、そうではない場合は、少なからず、相場がポジション方向に進行し

ていく事になるため、このトレードルールにおける絶好のエントリーポイントはエントリー条件を満た

す形でローソク足（１分足）が確定した瞬間に限られるという事です。 

 

その上で、このトレードノウハウにおけるテクニカル分析は「１つの指標のみ」を用いて行うものであ

り、その指標の特性上、エントリーや決済の条件を満たせるタイミングやレートの「目安」は、事前に

把握する事ができるようになっています。 

 



 

いつ、どのようなタイミングとレートでエントリー条件が満たされるのかが全く分からない状況の中、

１分周期のローソク足の確定と共に、１分ごとにエントリーや決済の判断が伴うわけではなく、１つの

指標が条件を満たす可能性のある相場において「１分のローソク足（１分足）によって最終的なエント

リー条件が確定したタイミングでトレードを開始する」という事です。 

 

チャート上に表示させるテクニカル分析のための指標は『１つ』のみ 

その指標がエントリー条件を満たしたタイミングでエントリー 

 

 

とは言え、そのような『エントリー条件が満たされる可能性がある状況（相場）』においては、リアルタ

イムで相場（チャート）を確認している必要があり、そのピンポイントなタイミングでポジションを建

てない限り「損切りレートを兼ねた絶好のエントリーポイント」でトレードを開始する事はできません。 

 

その上で、そのようなエントリーポイントが１カ月周期で２０～３０回ほど、期間的な目安で言えば１

～２日に一度ほどのペースで訪れる傾向にあるため、 

 

月間 10～20回の勝ちトレード × 平均 50,000 円利幅 ＝ 50～100 万円（利幅）／月 

（レバレッジ倍率１０倍運用で１カ月あたり運用資金が２～５倍となる収益） 

 

このような利幅やリターンを実現していくには、その１～２日周期で訪れる１つの指標がエントリー条

件を満たす可能性のある相場の「全て」において、リアルタイムに実際のチャートと指標を確認し、エ

ントリー条件を満たすタイミングを狙ってポジションを建てていく必要があるという事になります。 

 

ただ、その「指標」に基づく『エントリー条件を満たす可能性のある相場の範囲』は、あくまでもその

「目安」である事から、状況によっては、そこから１～２時間は相場を見続けなければならない事もあ

りえます。 

 

そして、その条件を満たす時刻にも、とくに規則性などは無い事から、実際に全ての『エントリー条件

を満たすピンポイントなタイミング』でポジションを建てていくには『いつ、どのようなタイミングで

も場合によっては、１～２時間ほどはリアルタイムな相場を見続けられる環境を整える必要がある』と

いう事です。 

 

そのようなトレード環境をたった一人で環境を維持し続けるのは、別に本業などを持っていれば、まず

不可能だと思いますし、これを「専業」にするとしても睡眠時間の関係なども含めて、現実的に「難し

い」のが実情だと思います。 

 



 

よって、 

 

月間 10～20回の勝ちトレード × 平均 50,000 円利幅 ＝ 50～100 万円（利幅）／月 

（レバレッジ倍率１０倍運用で１カ月あたり運用資金が２～５倍となる収益） 

 

この利幅の水準やリターンの目安は、あくまでも「理論値」であって、現実的な線で実際に実現できる

利幅は、１日の半分（１２時間ほど）は『テクニカル分析にも用いる指標が条件を満たす可能性のある

相場』において、その時点のチャートをリアルタイムに確認し、いつでもトレードを開始できる環境を

整える事が出来ている場合で、上記の２分の１ほどの利幅が目安になるという事です。 

 

 

ただ、一人で全てのエントリーポイントをリアルタイムに押さえていく事は困難でも『２人以上 

の協力体制』でトレードを行っていく事が可能であれば、１２時間周期の交代体制などで、どち 

らかが常に相場を監視していく事が可能になります。 

 

現に Y さんは、これを１つの「投資事業」として、私を含めた「トレード専用の人員」を立ててト

レードを行っていますし、実際に講習を受講された方の中にも、同じように複数人の体制でトレー

ドを行っている方はおられます。 

 

（受講者様のご家族や、個人的な知人、友人、経営者の方であれば、その従業員などに、習得 

したノウハウを教える事は「可」としていますので、実際に家族ぐるみや仲間内、会社ぐるみ 

で、この「トレード」を行っている受講者様もおられるという事です。） 

 

 

エントリーチャンスは「その条件が確定した瞬間」のみ？ 

 

ただ、このトレードノウハウに沿ったトレードを実際に行っていく際においては、必ずしも、エントリ

ー条件を満たされたピンポイントなタイミングでポジションを建てる必要があるわけではありません。 

 

というのも、このトレードノウハウにおいては「エントリー条件」と「損切りレート」が併せて確定し

た場合においては、同時に決済（利確）を行うべきポイントも確定する形となります。 

 

その上で６～７割の勝率を実現している以上、トレード条件を満たした状況にある相場が、その「利確

ポイント」に達していない限りは「どこでポジションを建ててトレードを開始したとしても勝ち目は十

分にある」という事になるからです。 

 



とは言え、エントリー条件を満たした時点のレートが損切りのレートにもなるトレードルール上、その

ピンポイントなタイミングこそが「最もリスク（損切り時点の損失）を押さえられると共に、最も大き

なリターン（利幅）を狙えるエントリーポイントである事」は間違いありません。 

 

例えば、以下の最も新しいローソク足（赤い陰線）が確定した時点で「買い」によるエントリー条件が

満たされた場合。 

 

 

 

この時点で以下のように「損切りレート」と「決済（利確）の想定レート」が併せて確定します。 

 

 

 

仮に、このタイミングで「買い」のポジションを建てた場合は、エントリー条件を満たした時点のレー

トがそのまま「損切りレート」となり、その時点のエントリーレート（＝損切りレート）をローソク足

が割り込んだ時点で「損切（ポジション解消）」となります。 



ですが、エントリー条件が満たされたタイミングでポジションを建てられなかった場合に、そのまま相

場が上昇していくと、以下のように相場の「現在レート」と「損切りレート」の距離は、どんどん広く

なっていく事になります。 

 

 

 

つまり、トレード条件の確定後、相場の現在レートが損切りレートから離れた後にポジションを建てた

際に、そこから仮に相場が戻る形となって「負けトレード（損切り）」となってしまう場合は『その時点

における「現在レート」と「損切レート」の距離間が、実質的なリスク（損失幅）になってしまう』と

いう事です。 

 

 

 

よって、エントリー条件と共に確定した「損切りレート」と「現在レート」の範囲が広くなるほど、そ

の時点からトレードを開始した際に「負けトレード（損切り）」となったとなる場合のリスク（損失幅）

は大きくなってしまう事になります。 



故に、このトレードルールでは、エントリー条件が満たされたピンポイントなタイミングが、最もリス

ク（損切り時点の損失）を押さえられると共に、最も大きなリターン（利幅）を狙う事ができる事にな

るため『リスクリワード条件が最良のエントリーポイント』という事になるわけです。 

 

ですが、値動きの動向を予測していく上での「精度」や「確率」の観点で言えば、エントリー条件が満

たされた瞬間よりも「その後の値動きの経過を踏まえた後」の方が、より高い精度のテクニカル分析に

基づく「より確率の高い値動きの予測を行える」というケースも十分にありえます。 

 

つまり「エントリー条件が満たされたタイミング」におけるトレード勝率は６～７割ほどですが、そこ

から、もう少し値動きの経過を見た上でトレードを開始すれば、それ以上の勝率を実現する事も可能と

いう事です。 

 

“６～７割のトレード勝率を『９割以上』にする方法” 

 

例えば、Y さんが以下の「ツイッター」を介して行っている「公開トレード」は、まさに、ここで言及し

たような『勝率を重視したトレード』を行っているものに他なりません。 

 

トレード公開用ツイッター：https://twitter.com/FXY69219641 

 

2020 年度ツイッター公開トレードのトレード勝率 

 

https://twitter.com/FXY69219641


先立ってお伝えした通り、Yさんは「SNS（Twitter）を介して自らのトレードルールの有効性を実証す

る」という事を前提としている点で、あえて「勝率」を重視し、実際に『年間単位で９９％を超える勝

率』を現在進行形で実現し続けています。 

 

彼が確立している「テクニカル分析の判断基準」においては、それくらいの勝率を年単位で『維持』で

きるほど『極めて確率の高い値動きを、かなりの高い精度で予測する事も出来ている』ということです。 

 

例えば、以下は Yさんのツイッターに２０１９年１０月２６日付で投稿されているツイートですが、 

 

2019 年 10月 26日 14時 12 分投稿ツイート 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1187960215536201728 

 

以下、このツイートを投稿した後の、実際のビットコイン相場の値動きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1187960215536201728


 

こちらの通り、ビットコインの相場はツイッターで値動きを予測した通りの相場となり、実際に Yさん

はこの時の相場を対象とする「売りポジション」からのトレードで以下のようなリターンを実現してい

ます。 

 

10 月 26日付け Yさんのパフォーマンス：運用資金 320万円 ⇒ 410 万円 ※約 90 万円のリターン 

 

 

このように『約 300 万円の資金から、この日の１日のトレードで 90 万円ほどのリターン』を実現してい

るわけですが、この日のトレード開始時刻は、以下の通りツイッターにツイートを投稿した時刻の少し

前あたり（１４時頃）である事が分かります。 

 

 

 

ただ、この日は私も１００万円ほどの資金でトレードを行っていた相場であり、私は今回、継承させて

頂くトレードルールに沿って以下の通り１１時３５分あたりからトレードを開始し、ポジションを持ち

始めていました。 

 

10 月 26日付け私のパフォーマンス：運用資金 127 万円 ⇒ 164 万円 ※約 37 万円のリターン 

 

 

 



つまり、Yさんがトレードを開始した２時間以上前に相当する、実際のチャート上で言えば、まさに相場

が最高値を付けたポイントでトレードを開始していたという事です。 

 

 

 

ただ、この日の相場は、Yさんの方も、今回、継承させて頂くトレードルールに沿って私と同じポイント

でトレードを開始する事もできたはずですが、ツイッターへの公開トレードにおける「勝率」を重視す

るため、より勝てる可能性が高く、負けない可能性が低くなる状況を「待った」のではないかと思いま

す。 

 

（もちろん、私がトレードを開始した時刻に、単純に Y さんがチャートを見ていなかっただけかもしれ

ませんが、ご本人は、どちらのケースもよくあるため、この時の相場において１１時台にチャートを見

ていなかったのか、ツイッター向けに勝率が高いポイントを待ったのかは覚えていないとの事です。） 

 

その上で、１１時３０分前に私がトレードを開始したポイントは、そのエントリーレートが、そのまま

損切りレートとなりますが、１４時１０分頃の Yさんがトレードを開始したポイントはツイート時点の

105 万円ほどのレートから 110 万円までの範囲までは、 

 

「相場が上昇（ポジションとは逆側に進行）していく可能性」 

 

を予測し、その上で「売り」のポジションを建てる旨をツイートに記載しています。 



 

 

尚、この日の相場は結果的に、Y さんも私も「勝ちトレード」となっているパターンですが、 

 

「勝率」のみを言及するのであれば、確実に Y さんのような「一定の範囲の推移を織り込んだトレード」

の方が、勝てる可能性は高くなり、また、負ける可能性は低くなります。 

 

要するに、この日の Yさんのトレードは「より確率の高い値動きの変動範囲を予測できる状況になって

からポジションを建て始めた」という事であり、それと同時に、その値動きの予測範囲をツイッターに

投稿しているわけです。 

 

より確率の高い値動きの変動範囲を見極められる段階から 

とにかく勝率（負けない事）を重視したトレードを「徹底」する 

 

同じく、以下は Yさんが 2019 年 10月 10日の 21時 54 分に投稿したツイートですが、 

 

2019 年 10月 10日 21時 54 分投稿ツイート 

 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1182278282957320194 

https://twitter.com/FXY69219641/status/1182278282957320194


こちらのツイートは、ツイート投稿時点で 913,000 円ほどだったビットコインの相場に対して、 

 

「ビットコインの相場は 94万円台までは上昇の可能性がある。」 

「最終的には 90万円あたりまで下降する。」 

 

といった「予測」を立てた内容になっている事がお分かり頂けると思います。 

 

そして、以下がこちらのツイート投稿があった後の、実際のビットコイン相場の値動きです。 

 

 

 

こちらの通り、相場は予測通り 94 万円台まで上昇後、90 万円台まで急落する値動きとなっている事が

お分かりいただけると思います。 

 

この時の BTC 相場は、ツイートを投稿した１０月１０日２１時５４分の時点で 

 

・９４万円台までの相場の上昇によって「反転する可能性が高いポイント」に到達する 

・そこで相場は折り返す（反転する）形となれば９０万円までは下降していく可能性が高い 

 

という事が、テクニカル分析の経過状況から予測する事ができていたものの『ツイートを投稿した時点

でも、すでに相場が下降していく可能性も十分にある』という判断から、１０月１０日２１時５４分の

ツイートのような内容を投稿した形となっています。 



結果として、この時の BTC 相場はツイート後、すぐに下降していく形にはならなかったものの、 

 

「ビットコインの相場は 94万円台までは上昇の可能性がある。」 

「最終的には 90万円あたりまで下降する。」 

 

という予測通りの範囲で相場が動いていく形となったため、この値動きに沿ったトレードによって、Y

さんは以下のようなリターンを実現しています。 

 

 
 

つまり、Yさんのテクニカル分析においては、相場が折り返す（反転する）可能性が高いポイント（レー

ト）を、先立つ時点で把握する事ができるため、この時の Y さんのように「値動きの変動範囲」を見込

した上でトレードを行っていく事も可能という事です。 

 

その上で、今回、私がご案内しているトレードノウハウは『相場が折り返す（反転する）可能性が高い

ポイント（レート）』を狙ってポジションを建て、同時にその条件を満たせるレートを「損切りレート」

に定める事で『含み損を抱え続ける状況、および含み損を抱えてしまう可能性そのものを徹底して避け

るルールを基本』としています。 

 

ですが、そのレートに到達する以前に「勝てる算段（可能性）」がある場合は、必ずしも、そのレートま

でトレードを控える必要があるわけではありません。 



ここで示した Y さんのツイート内容のように「その時点からのレートの変動範囲を見込した上でトレー

ドを開始する事」も可能であり、そのようなトレードスタイルを併用する事で、 

 

・エントリーチャンスの回数や範囲 

・トレード勝率 

 

これらを「高めていく事も可能なノウハウになっている」という事です。 

 

そして、実際に Yさんは「勝率を重視するトレードを徹底する形」で、ツイッターを介して自らのテク

ニカル分析に基づく売買のポイントをリアルタイムに公開し続ける事で、年間単位で通算１００回以上

の公開トレードを行い『９９％を超える勝率』を現在進行形で実現し続けているわけです。 

 

2020 年度ツイッター公開トレードのトレード勝率 

 

（Twitter による公開トレードの勝率・パフォーマンス一覧：http://market-researcher.info/?p=2061） 

 

SNS（Twitter）を介したリアルタイムな公開トレードを介して 

『年間通算９５％以上の勝率』を「現在進行形」で実証中 

 

よって、このトレードノウハウにおいては『エントリー条件が満たされるタイミングのみを徹底して狙

っていくトレードスタイル』と、エントリー条件が満たされるタイミングのみに拘るのではなく、 

 

『エントリー条件が満たされている相場において、手堅く十分なリターンを追求できそうな相場を全般

的に狙っていくトレードスタイル』 

 

このような２つのトレードスタイルを前提とするトレード（売買）でリターン（利益）を追求していく

事ができます。 

 

その上で『トレード条件が満たされるタイミングのみを徹底して狙うトレードスタイル』は、このノウ

ハウのテクニカル分析に用いる「指標」に基づく形で、１分周期のローソク足による最終的なエントリ

ー条件が確定するタイミングを狙っていく必要があるため、その「指標」の経過状況を定期的に確認し

ながら、時に『相場に張り付く体制』で最終的な条件が確定するタイミングを待つ必要があります。 

 

http://market-researcher.info/?p=2061


 

よって、このトレードスタイルを前提とする場合においては、 

 

 

・定期的にチャートと指標の経過状況を確認できる 

・その状況に応じて一定時間、相場に張り付いてチャートと指標を監視する事ができる 

 

 

このようなトレード環境を常に維持し続ける必要があり、その上で『最終的なエントリー条件が満たさ

れたタイミングで注文を出してポジションを建てていく事ができる』のであれば、まさに、そのエント

リー条件を満たした時点のレートが、そのまま「損切りレート」になるため 

 

『最もローリスクで最もハイリターンなトレードを実現していく事が可能』 

 

となります。 

 

ですが、このトレードスタイルは、 

 

・ほぼいつでもチャート（指標）を確認できる環境 

・その状況に応じて、いつでも相場に張り付く事ができる環境 

 

これらを常に整える必要があるため「別の仕事をしながらの副業」というようなトレードスタイルでは、

まず実現が難しいトレードスタイルではないかと思います。 

 

よって、これが現実的に「難しい」という場合は、後者の『エントリー条件が満たされている相場にお

いて、まだ十分なリターンを追求できそうな相場を全般的に狙っていくトレードスタイル』が現実的で

あり、こちらの場合は、無理にエントリー条件が満たされるピンポイントなタイミングのみを狙う必要

はないため、 

 

 

・自分に可能な「空き時間」の範囲でチャート（指標）を確認できる環境 

・その状況に応じて最低限の売買注文を出せる環境 

 

 

これらで十分にトレード（売買）を行う事ができるため、人それぞれ、これらを行える時間帯などには

個人差があるとしても、この範囲のトレード環境でれば、ある程度は整えられるはずです。 

 



つまり、この場合は、可能な範囲の「空き時間」でチャートと指標を確認し「その時点の相場がすでに

エントリー条件を満たしている」という場合に、手堅く十分なリターンを追求する事ができる状況であ

ればトレードを開始し、そうでなければトレードを見送る形になります。 

 

その際、このトレードノウハウでは、どのようなタイミングでトレードを開始するとしても、損切りを

実行するべきレート、および利確（利食い）を実行するべきレートの目安を明確にできるため、エント

リー時点で「損切り」と「利確」の両方の注文を同時に「指値注文（その後、相場がそのレートに到達

した時点で約定する注文）」で指定しておく事が出来ます。 

 

要するに、エントリー後の売買（トレード）は、その「指値注文」によって、全て「自動」で行えると

いう事です。 

 

あとは、あなたに合ったトレードスタイルで思う存分、稼いでください 

 

よって、あなたが、 

 

 

・定期的にチャートと指標の経過状況を確認 

・その状況に応じて一定時間、相場に張り付いてチャートと指標を監視 

 

 

このようなトレード環境を常に維持し続ける事ができるのであれば、最終的なエントリー条件が満たさ

れたタイミングで注文を出してポジションを建てていく事で、リスクに対するリターンを最大化できる

最良のリスクリワード条件でトレードを行っていく事が可能となり、ここまでのトレード環境を常に維

持する事が難しければ、 

 

 

・自分に可能な「空き時間」の範囲でチャート（指標）を確認 

・その状況に応じた売買注文 

 

 

この範囲でトレードを行っていく形でも問題はなく、いずれの場合においても「エントリー判断」と「そ

の判断に基づく注文作業」に関しては、慣れてしまえばものの数分で行う事が出来ます。 

 

少なくとも「エントリー判断」に用いる指標は１つのみとなっているため、そのエントリー判断におい

て、そこまでの時間を要するような事は、まずないはずです。 



 

つまり、このトレードノウハウは裁量的な判断などは全く伴わない、１つの指標のみを用いる完全な「テ

クニカル分析」のみで、エントリー条件を満たした時点のレートをそのまま損切りレートに定める形で、

以下のようなパフォーマンスを実現する事ができているということです。 

 

 

・ルールに基づくトレード勝率：６～７割ほど 

・ルールに基づく１カ月あたりのトレードポイント（トレード回数）：２０～３０回ほど 

⇒ １カ月あたりの勝ちトレード回数は１０～２０回ほど。 

・ルールに基づく１回あたりのトレードで実現できる利幅：１０,０００～２００,０００円ほど 

※ 利幅 × ポジション数量（資金×レバレッジ倍率）が実際の「利益」となります。 

  

 
 

このトレードノウハウの要点をまとめます。 

 

今回のオファーを介して継承させて頂くトレードノウハウの要点を以下の通りです。 

 

 

・エントリー条件を満たした時点のレートをそのまま「損切りレート」に定めていく『リスク 

リワードの最良化』を重視したトレードルール 

 

相場がエントリー条件を満たした時点のレートを割り込んだ時点で即座にポジションを解消す 

る「鉄壁の損切りルール」によって、ローリスクハイリターン（場合によってはノーリスクハ 

イリターン）なトレードを実現できます。 

 

・相場がそれ以上は進行しないポイント、および、相場が反転する可能性が高いポイントを１分 

間の変動範囲（１分足の変動範囲）で判断していく高精度なテクニカル分析 

 

エントリー条件を満たした時点のレートに対する「含み損」は裁量でも１分間であり、含み損 

を抱え続ける状況を徹底して避ける事ができます。 

 

・売買の判断（値動きの予測）に用いる指標は「１つ」であり、その「１つの指標」による明確 

な判断基準で全てのトレード判断が可能 

 

その判断において感覚的な判断や裁量的な要素が伴う余地は一切ありません。 

 



 

・１カ月あたり２０～３０回ほどを目安とするトレードチャンスに対して６～７割の勝率と共に 

１回の勝ちトレードで１０,０００～２００,０００円ほどの利幅を実現可能 

 

 この「利幅」に対して、運資金×レバレッジ倍率に伴うポジション分の「利益」を実現可能で 

す。 

 

・エントリー条件を満たした後の相場において、あえてトレードの開始タイミングを遅らせる事 

で９割以上の勝率を実現できる事を Yさんのツイッターを介して実証済み 

 

今現在もツイッターを介したリアルタイムな投稿情報によって『９割以上の勝率』を「現在進 

行形」で実証中です。 

 

 

今回、このような運用ノウハウの全てを「リアルタイムな相場」を対象に『実際の売買の答え合わせを

していく形の実践的な講習』を介して「完全継承」させて頂きたいと思います。 

 

リアルタイムな相場の中で実際に訪れる「売買のタイミング」を、その都度、スカイプチャットを介し

て以下のような形で『情報共有』していくという事です。 

 

（実際の受講者様にお送りしているスカイプチャット） 

 

 

 



 

また、これに先立ち『全ての売買の基準（ルール）をテキスト化した資料』をお渡しすると共に、その

内容に準じた講習を事前に実施させて頂きます。 

 

 

先立つ「運用ノウハウの継承講習」は、直に顔と顔を合わせての「対面形式」とスカイプ通話によ 

る「通信形式」のどちらかをお選び頂けます。 

 

 

よって、今回の「トレードノウハウ」の提供は、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マンツーマン・テクニカル講習 

 

チャート分析（テクニカル分析）を前提とする「値動きの予測基準」やそれに基づく「売買の基 

準」や「ルール」の全てをテキスト化した PDF 資料を提供させて頂いた上で、対面形式、または 

通信形式によるマンツーマン講習を行います。 

 

対面講習の場合は東京都内、または千葉県内のホテル、会議室などを利用した講習となり、講習時 

間は、２～３時間ほどが目安となります。 

 

※対面講習は東京都内または千葉県内のホテル、会議室の一室を利用して行います（都内の講習は 

Y さんが担当し、千葉での講習は私、橋本が対応させて頂きます） 

 

リアルタイムな相場状況に準じた通話形式による３０日間講習 

 

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、売買の基準に沿った相場状況の 

解説を、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、実質的にルール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。 

 

※この手紙は私のメルマガか Y さんのメルマガを介してご覧頂いているはずですので、スカイプ 

による通信講習、メールサポート等は、私のメルマガを介しての受講者様は私、橋本が担当し、 

Y さんのメルマガを介しての受講者様は、Yさんが担当します。 

 



対面形式または通信形式によるマンツーマン講習と 

実際の相場（値動き）を対象とする『リアルな売買』の答え合わせ 
 

今回のトレードノウハウの「有効性」については、Y さんがリアルタイムな形で実際のトレードポイント

を公開し続けている「ツイッター」を介して「１００回を超える年間単位のトレードで９割以上の勝率

を現在進行形で実現している」という点で、もはや疑いようがない形で実証されている状況にあります。 

 

その上で、このような「資産運用のノウハウ」は、実際の運用に用いる「資金」と「時間（期間）」によ

って、その「リターン」は実質、青天井に増やし続ける事も可能なものです。 

 

このオファーは、まさに「そんなノウハウ」を『直に』そして『一定期間の実際の相場を対象とするリ

アルな売買をオープンにする形で継承させて頂くもの』になっている事から、それらを踏まえた、この

度の講習における『受講料』は以下のような料金設定とさせて頂きました。 

 

対面講習プラン・通信講習プラン各受講料 
 

 

 

 

 

 

今回のトレードノウハウの根幹を担う「テクニカル分析の基準」においては、その分析基準に沿った短

期売買（スキャルピングトレード）と長期売買（デイトレ～スイングトレード）のノウハウが確立され

ている状況にあり、その考案者である Y さんによる各ノウハウの継承講習は、いずれも１００万円ほど

の受講料となっています。 

 

その上で、今回のトレードノウハウは、その短期売買（スキャルピングトレード）と長期売買（デイト

レ～スイングトレード）のノウハウの両方のエッセンスを取り入れた形のノウハウ（ルール）となって

いるため、本来であれば Y さんが継承する「２つのノウハウ」を併せて習得しなければ、まず行き着く

事は出来ない手法です。 

 

そのような背景を踏まえての価格帯として、今回の受講料は、すでにどちらかのみの講習を受講されて

いる受講者様や、すでに両方の講習を受講されている受講者様からは非難の声があがってしまってもお

かしくない料金設定ではないかと思います。 

 

（ただ、先立って Y さんの講習を受講されている受講者様には Y さんの方が、各受講者様に「先立つノ

ウハウを習得している前提の割引価格」をご案内されているはずですので、既存の受講者様に対しての

配慮などは、何らご心配いただく必要はございません。） 

 

対面講習＋３０日間講習プラン ： 受講料：１０８万円（税込） 

通信講習＋３０日間講習プラン ： 受講料： ９８万円（税込） 

 



 

とは言え、何より重要なのは『確固たる有効性が裏付けられた正真正銘、本物の資産運用のノウハウ』

を『実際の相場を対象とする形で体得できる機会（チャンス）』に、１００万円ほどの金銭的対価を、あ

なた自身が「妥当」と感じるどうか、それが「全て」だと思います。 

 

そして、それがどうしても「妥当と思えない」のであれば、それも 1 つの価値観ですが、もしもあなた

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、ここで是非とも真剣に、そして冷静に検討してみてください。 

 

私達としても、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、本気でこのようなノウハウを学びたい方、モノにしていきたい方

にのみ、お申込み頂きたいと思っています。 

 

今回の講習のお申し込みにおきましては「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。 

 

お申し込み前にお電話、スカイプ通話による「事前通話」も可能です 

 

よって、もしも今現在の時点で「お申し込みの意欲」がどんなに高まっている状況にあるとしても、今

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、本心から「前向きな決断」をして頂けるのなら、お申し込みの「最終確認」も兼ねて『私達

との話し合い（スカイプまたはお電話）のお時間』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話をしてみる」という形でも構いませんし、その際、値動きの判

断基準や売買ルールの具体的な詳細についてのご質問を頂いても構いません。 

 

その際に頂くご質問に対しても、口頭で説明できる範囲の内容、詳細は、可能な限りお答えしていきた

いと思っています。 

 

あくまでも「１００％ご納得いただけた段階」において、お申し込みのステップに進んで頂きたいから

です。 



 

よって、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」というのが、私達の素直な気持ちです。 

 

仮に今の時点ですでに何の疑問も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、率直に「申し込みたい」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/form3/ 

 

 

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。 

 

※１：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。 

※２：この手紙は私のメルマガか Y さんのメルマガを介してご覧頂いているはずですので、事前 

通話のお申し込み、および通信講習は、私のメルマガを介している場合は私が、Y さんのメルマ 

ガを介している場合は、Y さんが担当いたします。 

※３：ご希望であれば私、Ｙさん、３者によるスカイプ通話（グループ通話）の対応も可能です。 

もし３者による通話をご要望の際は、その旨を申請次項にご記載いただければと思います。 

 

 

 

現時点で何の質問事項などもなく、冷静に検討に検討を重ねた上で『このノウハウをモノにした 

い（モノにする必要がある）』という結論に至っているのであれば、そのままお申し込みのお手続きに

進んで頂いても構いません。 

 

こちらよりお申し込みのお手続きを進めて頂ければと思います。 

 

対面講習プラン受講のお申し込みはこちらから（受講料１０８万円） 

→ https://admall.jp/buy.html?shn=10001179 

通信講習プラン受講のお申し込みはこちらから（受講料９８万円） 

→ https://admall.jp/buy.html?shn=10001180 

 

※お支払いはクレジット決済による分割決済（６回）と銀行振込（一括のみ）をお選び頂けます。 

 

http://ebook-japan.com/secret/form3/
https://admall.jp/buy.html?shn=10001179
https://admall.jp/buy.html?shn=10001180


 

 

Q&A 
 

このオファーや運用におけるノウハウ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：１回のトレードで運用資金に対して、具体的にどれくらい稼げるのですか。 

 

一度のトレードで実現できる「利幅」の目安は『１０,０００円～２００,０００円ほど』となって 

いますので、勝ちトレード１回あたりの利益は、 

 

ポジション数量（資金×レバレッジ） × １０,０００～２００,０００円利幅 

 

となり、BTCレートが１００万円の時に１０万円の資金に１０倍のレバレッジを用いてトレード 

を行っていった場合で、 

 

資金１０万×レバレッジ１０倍 ＝ １００万円（１００万円の BTC１枚分相当）  

BTC１枚 × １０,０００～２００,０００円利幅 ＝ １０,０００～２００,０００円 

 

こちらが、トレード１回あたりの「利益」の目安となります。 

 

よって、BTCレートが１００万円の時に「１００万円の資金」に対して１０倍のレバレッジを用 

いた場合は、 

 

資金１００万×レバレッジ１０倍 ＝ １０００万円（１００万円の BTC１０枚分相当） 

BTC１０枚 × １０,０００～２００,０００円利幅 ＝ １０万～２０万円 

 

こちらが、トレード１回あたりの「利益」の目安となります。 

 

よって、上記の収益目安を前提に月に１０回ほどの勝ちトレードを重ねる事ができれば、資金１ 

０万円でも月に１０～２０万円ほど、資金１００万円であれば、１００～２００万円ほどのリタ 

ーン（月収）を実現する事が可能です。 

 

 



 

Ｑ：どれくらいの頻度でトレードチャンスがあるのですか。 

 

このトレードノウハウの基準（テクニカル分析の基準）に沿ったトレードポイントは、短いスパ 

ンであれば１～２日に一度ほど、長めのスパンであれば２～３日に一度ほどの頻度が目安です。 

 

よって、１カ月あたりのトレードチャンスの総数は、おおよそ 20～30 回ほどが目安となります。 

 

 

 

Ｑ：勝率はどれくらいですか。 

 

エントリー条件を満たしたタイミングを対象とするトレード勝率は６～７割ほどで、その前後の 

相場の経過状況を踏まえた上でトレードを開始していった場合の勝率は９割を超えています。 

 

少なくとも「９割を超える勝率」については、Yさんが Twitter へ投稿しているトレードポイント 

に基づく「公開トレード」によって、現在進行形で実証し続けています。 

 

Y さんによるツイッター公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧 

http://market-researcher.info/?p=2061 

 

 

 

Ｑ：今後、勝率が下がってしまう事は考えられませんか？ 

 

どのようなトレードノウハウでも、将来における勝率などは保証できないと思います。 

 

ですが、このノウハウは、エントリー条件を満たした時点のレートがそのまま損切レートとなる 

事から、負けトレードとなる場合の損失は限りなく最小限に押さえられる形となっているため、 

仮に勝率が「10％（1 割）を下回る」という事になってしまっても、その 1 割の勝ちトレードで 

9 割の負けトレードで生じる損失以上のリターン（利益）を実現可能なノウハウになっています。 

 

つまり、現時点の勝率が前後していくケースや、下がってしまうような状況になってしまったと 

しても、トレードルール上、問題なくリターン（利益）を上げられるノウハウになっているとい 

う事です。 

 

 

http://market-researcher.info/?p=2061


 

 

Ｑ：資金は最低、どれくらい必要ですか。 

 

ビットコインの相場を対象とする FX のトレードは、０．０１枚といった単位でも売買が可能な 

ため、１０万円以下の資金からでも始められます。 

 

 

 

Ｑ：一回あたりのトレードに要する時間、期間はどれくらいですか。 

 

先立つ「エントリー注文」の時点から「決済」までに要する時間（期間）の目安（ポジションの 

保有期間の目安）は、ポジションの解消条件が早めに満たされる場合で半日から１日ほど、それ 

までの経過日数が長期間に及ぶ場合でも１～２日がおおよその目安です。 

 

その際、実際の「売買」そのものに運用者自身の「時間」を取られるのは、先立つ「エントリー 

注文のタイミング」と「決済注文のタイミング」となりますが、ある程度の目安で「指値注文 

（エントリー時に決済金額を指定しておく注文）」を出しておく事もできます。 

 

よって、エントリー後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なく、一日あた 

り数分ほどの相場（チャート）チェックの範囲でもトレードを行っていく事は十分に可能です。 

 

 

 

Ｑ：投資、トレードなどの知識、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、経験の有無はとくに問いませんが「何故、有効であるか」「何故、勝て 

るのか」の背景的な理論は、ある程度の経験や知識があるほど、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、このノ 

ウハウ（売買の基準）が「有効な理由」や「その根拠」は講習の際に順を追って、しっかりとご 

説明します。 

 

 

 



 

Ｑ：運用のルール、判断基準などは簡単ですか。 

 

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。 

 

１つの指標のみを用いてエントリーから決済、損切までを判断できる手法という点で、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、裁量や感覚的な判 

断が「必要か」と問われれば、答えは「ノー」であり、全く必要ありません。 

 

一切の感覚的な判断や裁量的な要素を排除した上で、あくまでも「ルール」に沿っていくのみの 

形で売買（運用）を行える手法です。 

 

 

 

Ｑ：時間（時刻）などに制限、条件などはありますか。 

 

ビットコイン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、運用（売買）の条件 

が満たされていれば、いつでも行っていく事ができます。 

 

 

 

Ｑ：何か特別なソフト、ツールなどを利用しますか。 

 

チャート（値動き）や指標の確認に「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。 

 



 

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行っています。） 

 

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：ビットコインのＦＸトレードは、現物レートの変動幅と全く同じ損益になるのですか？ 

 

ここでご説明した「利幅」「含み益」「含み損」などは全て、現物取引のレート変動に伴う金額 

を対象に解説していますので、ＦＸ（証拠金取引）でトレードを行う際において、現物取引の 

レート変動に対して、若干の乖離（誤差）が生じる場合があります。 

 

 

よって、その乖離（誤差）の範囲で損益が変動するケースはありますが、ＦＸ（証拠金取引）の 

相場における値動きは現物取引の相場における値動きを指針に変動しますので、現物の FX で、大 

きく異なる値動き、真逆の値動きが伴うような事はまずありません。 

 

 

 

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、トレードノウハウの「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：株や為替（ＦＸ）などでも応用できるノウハウですか。 

 

Y さんが確立したテクニカル分析（値動きの予測基準）は、仮想通貨の相場に限らず、株の相場 

為替の相場においても有効なものになっています。 

 

よって、この運用ノウハウにおける「値動きの予測基準」は、そのまま株の相場、為替の相場を 

対象とする形でも有効にご活用いただけます。 

 

 

 

「ここまでのノウハウ」を第３者に教える理由 

 

こうして「Q&A」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であろう

疑問は『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、この問いに対しては 

 

『それが私達にとって、より大きなメリット（利益）に繋がっているから』 

 

というのが、その率直な「答え」です。 

 

ですが、これは、その「受講料」などが、その「メリット（利益）」に該当するわけではありません。 

 

言わば「それ以上の多大なメリット」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。 

 

それこそ「本当に有効なトレードノウハウ」にあたるものを確立した状況においては、より多くの「資

金」と「時間」を投じていくほど、そのリターンも、より大きなものにしていく事ができます。 

 

その上で、今回、この手紙を介して提唱しているトレードノウハウは、相場の節目や転換のポイントを

狙ってリターンを得るものになっていますが、実際はその後の「相場の流れ」の中にも「値動きの上下」

は存在するため『より細かい「値動きの上下」を狙って売買を行えば、より大きなリターンを実現して

いく事も可能』なのが実情です。 

 

その点でも、Yさん、および私は「短期的な値動きを予測していく基準」にあたるものも確立した上で、

秒単位、分単位の売買で利益を積み上げられる『スキャルピングトレードのノウハウ』も有しています。 

 



ただ、そのような「時間さえ費やせば青天井に稼げてしまうノウハウ」を確立した Y さんは、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時期があったそうです。 

 

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ってしまい、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るようになってしまい、私生活の全てを相場に囚われるようになってしまっ

たわけです。 

 

（私も、Yさんほど極端ではないにせよ、同じ環境（ノウハウ）で同じように稼げるようになった時点で、

その「感覚」が、少なからず分かるようになりました。） 

 

ただ、Yさん確立しているノウハウに沿って「トレードで稼ぐ事」は、言わば「値動きの予測」における

基準（売買の基準）さえ継承してしまえば、それこそ「誰でも出来る事」でした。 

 

つまり、それは「第３者へ完全に任せられるもの（作業）だった」という事です。 

 

世間には色々な「仕事」や「業務」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、このトレードノウハウに沿った資産の「運用（売買）」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。 

 

そのような点も含めて Yさんは「資金の運用を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。 

 

ただ、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

運用（売買）を行い続けるような事は出来ません。 

 

ですが、より多くの人員に資金を分散して任せていく体制を築いていけば「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運用体制」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、ほぼ無くす事ができるわけです。 

 

結局のところ日々の「運用」に伴う自分自身のストレスを避け、更に利益を最大化できる形が『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。 

 



 

Y さんが「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 Y さんが、私などを含めた「パートナー」に対して締結している、資産運用の「条件」 

は、以下のようなものになっています。 

 

・損失は全て Y さん側の負担とした上で運用者は一切のリスク（負担）を負わない 

・運用（トレード）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 Yさんが被り、利益については半分（５０％）を Yさんが受け取り、残りの 

半分（５０％）は運用者の利益にしても良いという条件で運用を任せられているという事です。 

 

よって「運用を行う側」には何のリスクもなく、全てのリスクを Yさんが背負いながら、利益の 

半分は運用する側が受け取れる条件になっている以上、これは「Y さんにとってのみ不利な条件」

となっている事は明白かと思います。 

 

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、Yさんはご自身のノウハウに 

絶対的な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 

法でもあるため、この条件でも Yさんに実質的な「損失」が生じることはまずありません。 

 

それこそ「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る事ができているわけです。 

 

もちろん、私も最初から大きな資金の運用を任されていたわけではありませんが、現状、Y さんか

ら運用を任されている資金は「１０００万円」を超える金額となっています。 

 

その上で、このトレードノウハウでは１０００万円近い資金でも実際に十分なリターン率を実現す

る事ができているわけです。 

 

 

・運用資金 ／ 7.261XBT(約 700 万円) → 7.596XBT（約 730 万円) 

・運用収益 ／ 0.307XBT（約 29 万円）｜ 運用利率：4.32％ 

 



   

・運用資金 ／ 8,823,309 円 → 9,344,159 円（画像の右上参照） 

・運用収益 ／ 520,850 円 ｜ 運用利率：5.57％ 

 

上記は「一日の運用リターン」にあたりますが、このようなパフォーマンスを実現できた場合、 

 

・10 万円の運用を任せているパートナーからは 1万円(10 万×10％)の 50％＝ 5000 円 

・100万円の運用を任せているパートナーからは 10万円(100万×10％)の 50％＝ 5万円 

・200 万円の運用を任せているパートナーからは 20万円(200万×10％)の 50％ ＝ 10 万円 

 

このような運用収益が、 いわゆる完全な「不労所得」として、Yさんのもとに転がり込んでいく 

体制が確立されているという事です。 

 

 

第３者に「運用（トレード）を任せる」という選択肢 

 

ちなみに Y さんこうして確立している「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

ルについては『Y さんのトレードノウハウをマスターすれば、誰でも同じように実現できるもの』に他な

りません。 

 

今回のトレード講習を介して習得したノウハウを、個人的なのご友人、知人等に「教える」という事に

ついては、Y さん自身も「一向に構わない」という事を前提としているからです。 

 

実際、Y さんや私から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

んもおられますし、当の私も私自身の友人にノウハウを教えた上で「資産の運用を任せる体制」を Y さ

んと同じように構築しています。 

 

つまり、今回の講習を介して習得できるトレードノウハウは『第３者に運用を任せていく事を前提とす

る形で学んで頂いても一向に構わない』という事です。 

 

よって、今回の講習における「受講料」は『そんな事業（収益モデル）を構築するための初期費用』と

いう視点で見れば、この上なく「破格」ではないかと思います。 
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いずれにしても『本当に有効な投資、トレードのノウハウ』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。 

 

本当に有効な投資のノウハウを有しているような人は、専業の投資家、トレーダーとして身を立ててい

る可能性が高く、まず『第３者に自らのノウハウを教えよう』とは考えないからです。 

 

そもそも、それらを介して提唱しているノウハウが「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『ごまかしようのない体制で確固た

るノウハウを継承している情報商材、塾、サロンはいずれも皆無』であり、この手の「トレードノウハ

ウの提供」を前提とするオファーにおいて、 

 

 

・損切りの条件（＝ エントリー条件を満たした時点のレートをそのまま損切りレートとする） 

・トレード条件に基づく実際の相場におけるエントリーポイント（＝損切ポイント）の数々 

・そのトレード条件に基づくリスクリワードと勝率（および、その裏付け） 

 

 

これらを一切のごまかしなく「明確」に示しているようなオファーは、まず他には無いと思います。 

本来、この手のノウハウで最も重要なのは「有効性の高いトレードルール」であり、それこそを誰もが

求めているはずですが、この手のオファーでは、まず、その「ルール」を具体的には言及していないの

が実情です。 

 

ですが、このオファーにおいては『エントリー条件を満たした時点のレートをそのまま損切りレートと

する』という、トレードにおいて、最も重要な「損切りのルール」が明白になっている以上、このノウ

ハウにおける実質的な「リスク」については、ここで全てオープンにしています。 

 

逆に、長期的な有効性に乏しいノウハウほど、一度の負けトレードで資金の大半を失ってしまうような

「到底、オープンにはできない（したくない）損切りルール」となっている事が多く、当然、そのよう

なトレードノウハウで長期的に「勝ち続ける事」はできません。 

 

そして、ここまでの「トレード条件（ルール）」と共に、トレード勝率とリターンを具体的に示し、それ

らの「実績」についても、 

 

・SNS（ツイッター）へのリアルタイムな相場予測を介して年間単位で十分な勝率を実現している事 

・対面講習、セミナー等でリアルな売買を公開し、その有効性を実証し続けている事 

 

これらによって「実証を伴う裏付け」を現在進行形で示し続けています。 



 

結局のところ、今回のオファーを介して継承させて頂くノウハウが「本物かどうか」は、ここで公開し

ているトレード実績の数々はもとより、Y さんが今現在においてもＳＮＳ（ツイッター）を用いて 

 

・自分自身のテクニカル理論に基づく相場予測 

・その予測傾向に基づく実際の売買（トレード） 

 

これらをそのままリアルタイムに公開し続けていますので、そちらを見て頂ければ「一目瞭然」です。 

 

少なくとも「現在進行形の相場を対象にリアルタイムな予測を伴う形」となれば、これはどう転んでも

「ごまかし」も「捏造」もできません。 

 

つまり、このトレードノウハウを確立された Yさんは「勝った時だけのトレード結果をＳＮＳや後追い

でブログに公開する」「好成績なトレード動画だけを都合よく編集して youtubeにアップする」というよ

うな「見せかけの実績」を示しているトレーダーとは異なり、 

 

『正真正銘、ガチな事前予想で９割以上の勝率を維持している』 

 

という事です。 

 

その上で、Y さんや私のもともとのビジネスフィールドがブログやメルマガなどを使った「ウェブマーケ

ティング」だった経緯などから、結果的にこのような形で「第３者に有効な資産運用のノウハウを継承

する活動」を伴う形になっていますが、 

 

「これが本当に有効な資産運用ノウハウを、この上ない環境でモノにできる絶好の機会である事」 

 

は、まず間違いありません。 

 

それだけに、あなたの中では既に今現在の時点で「お申し込みの意欲」が十分に高まっている状況にあ

るかもしれませんが、例えそうであるとしても、今一度、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』 

 

これら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。 

 

 



その上で、最終的な「お申し込み前」の段階で、最終確認を兼ねた話し合い（スカイプまたはお電話）

のお時間を作って頂きたいと思いますので、これについては 

 

『最終的な判断を下すために対話してみる』 

 

という前提でも構いません。 

 

トレードノウハウそのもの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/form3/ 

 

 

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。 

 

 

ＰＳ：今回のオファーにお申し込みいただき、その後、実際に講習を受講されたなら、おそらく貴方は

ものの数日ほどで、今現在の時点で抱えている、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」に味わえるのではないかと思います。 

 

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、講習の際にお伝えした基準（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。 

 

ですが「何故、相場がその基準（法則）に沿って動くのか」などの『理論的な部分』も、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て動いていく可能性が高い事が、むしろ必然的」 

 

と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。 

 

http://ebook-japan.com/secret/form3/


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、リアルに味わってください。 

 

このノウハウの習得によって、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、歩んでいける確信を持って頂けるはずです。 

 

そんな「未来」と、その未来を確信できるだけの「可能性」を判断いただくために、ひとまずは直に話

をしてみるという形でも一向に構いません。 

 

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/form3/ 

 

 

 

私はもともとサーフィンが趣味（というより、ほぼそれが生き甲斐のレベルです）で、今の仕事（ト

レード）は、いつでも、そして、どこでも出来るため、１年の大半は、日本国内に限らず、どこか

の海でサーフィン三昧の生活を送っています。 

 

 

 

 トレード（売買）はタブレット、スマホなどでも行えるため、まさにサーフィンの合間でタブレッ

トをチェックしていくレベルでも「十分」なわけです。 

 

ただ、２０２０年に入って以降、コロナウイルスの影響から、国外にはなかなか出られなくなった 

ため、千葉の海沿いに仕事場を兼ねた住居を構えて、海と自宅を往復するだけの自粛？生活を送っ

ていたところ、今回の継承オファーの講師をやってみないか、という Yさんからのお誘いがあり、

お受けする事にしました。 

 

http://ebook-japan.com/secret/form3/


 

（よって、私が担当する対面講習は千葉県内という事になりますので、もし、私が現在、居住し 

ている、千葉県の九十九里浜のお近くにお住まいの方や、都内よりこちらの方が近いという方へ 

の対面講習は、海が見えるホテルの一室などで、私が対応させて頂きます。） 

 

また、通信講習におけるメール対応や、受講前のメールでのご質問などの裏方サポートも私が対応 

していきますので、何かご質問等がありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。 

 

 お問い合わせ先メールアドレス：hasimoto@webconsulting-ojima.net（担当：橋本） 

 

※この手紙は私のメルマガか Y さんのメルマガを介してご覧頂いているはずですので、事前通話 

のお申し込み、および通信講習は、私のメルマガを介している場合は私が、Yさんのメルマガを 

介している場合は、Y さんが担当いたします。 

 

 

PS２：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「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、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」という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、しっかりと検討を重ねた上での結論、決断になるはずであり、最終的にどのような決断

を下すにせよ、ご納得の上で決断を下せるなら、それに越した事はないという事です。 
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少なくとも、今は直に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/form3/ 

  

 

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。 

 

※１：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。 

 

 

※２：この手紙は私のメルマガか Y さんのメルマガを介してご覧頂いているはずですので、事前 

通話のお申し込み、および通信講習は、私のメルマガを介している場合は私が、Y さんのメルマ 

ガを介している場合は、Y さんが担当いたします。 

 

※３：ご希望であれば私、Ｙさん、３者によるスカイプ通話（グループ通話）の対応も可能です。 

もし３者による通話をご要望の際は、その旨を申請次項にご記載いただければと思います。 

 

 

 

現時点で何の質問事項などもなく、冷静に検討に検討を重ねた上で『このノウハウをモノにしたい 

（モノにする必要がある）』という結論に至っているのであれば、そのままお申し込みのお手続きに 

進んで頂いても構いません。 

 

こちらよりお申し込みのお手続きを進めて頂ければと思います。 

 

対面講習プラン受講のお申し込みはこちらから（受講料１０８万円） 

→ https://admall.jp/buy.html?shn=10001179 

通信講習プラン受講のお申し込みはこちらから（受講料９８万円） 

→ https://admall.jp/buy.html?shn=10001180 

 

※お支払いはクレジット決済による分割決済（６回）と銀行振込（一括のみ）をお選び頂けます。 

 

特商法に基づく表示事項：http://ebook-japan.com/secret/hasimoto.html 
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