
*ローソク足専業トレーダープログラム

* 個別指導型完全専業トレーダーの秘密 専業のローソク足

を使うと 相場の逆行も利益に変えることができます 稼ぐ

本質である普遍の「箱とクギの法則」 不安とストレスから

解放され 稼ぐ世界を体験してみませんか？ トレードする

喜びを感じながら あなたは好きなだけお金を生み出せる!

あなたはあらゆる相場から 自由自在にトレードできる

稼ぎの仕組みとスキルを 半年間で徹底的にマスターでき

る

■参加者の声■

---------------------

髭には実体が隠れていると考えてトレードして いきます。

髭がこんなに重要だと思っていませんでした、 目から鱗で

す。

---------------------

最初のものがあまりのも 内容がすごくて、少し混乱してい

ます やはりお金ではなかったですよね 考えさせられる内

容で 頭をハンマーで殴られた感じです。少しだけ時間を下

さい。 あまりにも、前から感じていた部分はあったの です



が 洗脳されていた感が否めません。自分のライフプランに

ついて少しだけ考えさせ てください。やっと目が覚めたか

もしれません。 ＦＸＥＤＧＥさまのおかげです。 悔いのな

いよう生きたいです。 まだハコクギはみましたが、全然頭

にはいりま せん。最初の内容が衝撃的だったからです。だ

から、少しだけ、宿題おまちくださいませ 本当にじぶんか

ら申し込んでおいてすいませ ん。 ---------------------

本当にローソク足、箱と釘の法則は奥が深いで す。 先週の

木曜日、ユーロポンドの安値に売りの逆 指値を入れて置い

たらものすごいことになって いました、125.8pips もとれ

ました。 又、ユーロ円も勝てました。 翌日は箱と釘の法則

にしたがい順張りの高値に 売りの逆指値で再び勝てました。

もうこれだけでも十分というほど強力なことが わかりまし

た。今までの負け続けた日々から本当に勝てるとき が来そ

うな気がしてうれしいです。 ---------------------

最後の宿題と聞いて、本当に残念です。 当初は重たく感じ

られて仕方なかったのです が、途中から一週間で一番の楽

しみになりました。 本当に残念でなりません。 ８回目も圧

巻でした。「老子」が登場した瞬間は体に電気が走りまし た。

（トレードに勝手もそうはならないのに、で す） いただい

たアドレスを通じて、これまでのセミ ナーを繰り返し見る



ことは可能でしょ うか。まだまだ入口に立ったばかりです

が、正しい登 山道にであうことができました。

---------------------

宿題がなく、質問も特に無かったため、 音沙汰をご連絡で

きずにおりました。 いつもご教示いただき有難うございま

す。 最近は、他の参加者のかたの質問を見る機会が 多く、

一緒に頑張っているんだなとうれしく思ってい ます。もち

ろん、大変参考になる内容です。さて、私の状況ですが、受

講して最初のうちは「とにかく勝てる方法 を」という頭で

いっぱいでしたが、最近は、方法論は後回しにして、「FXEDGE

さ んはいったい何が言いたいんだ」を理解しようと努めて

きました。そして、私なりに、そうした本質的な部分を理 解

し始めたように感じています。 その結果、明らかに、チャ

ートに対する見方が 変わっていることを自覚しています。

もちろん、ご教示いただいたいくつかの方法も 試していま

す。 今は、具体的に何がどう幸いしているか分かり ません

が、とにかく、エントリー時の不安が無くなりまし た。そ

して、負ける気があまりしないようになりま した。 ＳＢＩ

証券の FX 口座を使用しており、本講座 の受講時からの履

歴を添付しますが、 約 1 か月半、大きな負けは無く、淡々

とプラス を連ねています。金額としては非常に小さいので



すが、少しずつ 増やしていき、桁が２つ増えるくらい にな

りたいと思います。 具体的な質問は今のところありません

が、 生じました際は、よろしくお願いします。 近況報告を

兼ねてご挨拶させていただきまし た。引き続きご指導よろ

しくお願い致します。

---------------------

EDGE です。

ローソク足トレードのビデオはご覧になりましたか？

ローソク足の普遍（不変）の法則です。

価格はビデオの中のように、たった 2 つのパターンで動いて

います。

１分足、５分足、１５分足、１時間足、日足、月足など、 時

間軸が異なっても、為替、先物、株式市場、バイナリーオプ

ション どの市場でも全く同じように動いています。

それではローソク足でトレードをするとどうなるのか？ ご

覧ください。 解説していきます。画像が見にくい時はここ

をクリックして拡大画像をごらん くださいロット数は 1 ト

レードにつき為替は 2000 通貨、3000 通貨が平均です。CFD、
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株価指数は多くても 5 枚程度です。個別に見ていくと、

GBPJPY は絶好のタ イミング 194.111 で売り、ターゲットは

設定しないで、ストップロスのみ、画 像の時点で 191.139

まで下がり 270PIPS の含み益になっています。それぞれの数

字をよく見て下さい。スロップロスは 191.381 に置いていま

す。これによって ストップロスが自動的に利益確定するよ

うになっています。USDCNH は中国の元 通貨切り下げで大き

く動きましたが 6.50166 で売り、6.45464 まで下がって

30.90 の利益が出ています。変動幅が大きくなる通貨ペアは

基本的に流動性が 高まるためトレードのチャンスです。絶

対に逃してはいけません。 つまり、変動幅が大きくなった

時を狙えば狙うほど稼ぐタイミングであるとい うことです。

変動幅が大きくなるのかどうか？それは長いヒゲが形成さ

れた り、実体が大きくなったりします。最終的に価格はど

んな形になるのか？これ は価格が動いている段階ではわか

りません。（しかし、どのような形になって も構わないの

です）すごく重要な事ですが、まず、私達以外の人たちにお

金を 使ってもらい、その結果、価格はどのようになったの

かを俯瞰することが鍵で す。つまり、ローソク足が完全に

終値を付けるまで待つことが重要です。ロー ソク足が形成

する途中の段階で売買判断をすると、価格形成の一部になり、



（上ヒゲ、下ヒゲ）に飲み込まれてしまいます。この時は、

特に感情が揺れ動 いて衝動的な売買をします。あとからに

なって、あの時注文しなければよかっ たとか、やめておけ

ばよかったという気持ちになります。逆に、価格が動く と、

やっぱりあの時買っておけばよかったとか、価格の動く方向

に合わせて自 分の都合の良いように解釈してしまいます。

価格の動きに一喜一憂するので す。これは価格の動きを予

測しようとすることから最悪の悪循環の罠にはまっ ていま

す。これがほとんどの負けトレーダーの実態です。私達はこ

のような他 人の動きを、ある限られたタイミングにだけ、

わずか 3 分程度で、インジケー ター無し、情報収集なし、

高額な売買ソフト無し、複雑な判断が不要の混じり けなし

の純粋な無料のローソク足チャートだけで、淡々と注文を仕

掛けるだけ です。文字通り、1 日 3 分、つまり、１８０秒

あれば十分です。たった 3 分チャ ートを見て、注文したら

あとの 23 時間 57 分は自由時間です。実際に上記の売買 の

記録では、チャートを汚すだけの売買ツールは一切使用して

いません。ある 時間にチャートを見て注文するたけで一つ

一つのトレードが勝手に利益を出し てくれます。ここでの

重要なトレードのコツは、自分で判断しないことです。 ロ

ーソク足チャートが勝ちやすいトレードの位置を回答して



くれます。インジ ケーターはもともとローソク足の動きで

す。それを別の角度から表現している だけなので、誤差が

生じたり、ダマシが発生したり売買判断が複雑になるのは

当然です。夜間にサングラスをかけながら車を運転するよう

なもので、目的地 までのドライブを自ら難しくしています。

次に de30EUR ドイツの株価指数は 2 枚 でトレードしていま

す。11037.3 で売り、ストップロスは 10429.7 に設定、この

数字はすごく重要です、価格は 10010.6 まで下がり 3301.42

の利益です。少ない ロットで、日本円で 20 万、30 万とい

うのは極簡単に実現できます。ロットの数 字を大きくする

ことは、ロットの証拠金に占める割合が大きくなるため、資

金 全体に負担をかけます。トレードはチームプレーです。

どれかが目立った損失 を被ると、それは全体に負荷がかか

ります。例えばサッカーで優秀な一人の選 手が試合開始直

後から全力全開で走り回り、得点を狙おうとします。しかし、

全開で走っていては試合終了まで体力を消耗してしまいま

す。たった一人の行 動が試合の結果を左右することになり

ます。守る者、攻撃する者、それぞれの 役割があります。

トレードも同じで、例えば GBPJPY は変動幅が大きく、必要

証 拠金も他ペアに比べると高いです。ポンドで大きなポジ

ションを持ってトレー ドすると含み損益は大きくなるので



資産全体に負荷がかかります。これをオー ストラリア、ニ

ュージランドなどの証拠金が少なくてすむオセアニア通貨

に割 り振り、ロット数を調整すると、為替差益だけでなく、

金利を受け取りながら 買いと売りを混ぜてトレードできま

す、これの効果として、まず感情的、衝動 的な売買を避け

る事ができます。そして為替相場の流れに沿ってお金の割り

振 りをすることになるので難しいと思っていたヘッジが個

人トレーダーでもすぐ に出来てしまいます。結局、なぜ？

損をするのかというと、負けた分を取り戻 そうとしてロッ

ト数を増やし、チャートに張り付きながらも目は血走り、興

奮 して夜遅くまでアドレナリンを出しながら、価格の動き

を追いかけ、今か今か とタイミングを待って、反対方向に

動くと、価格はきっと元に戻るかもしれな い、イヤ、必ず

戻ると自分の都合のいいように考えて、自分自身の考えを相

場 に押し付けようとします。マーケットはそんな個人個人

の言い訳などは受け入 れずに勝手に動いていきます。逆に

自分の思った通りに動くと、ターゲットを 動かしたり、も

っと利益は出るはずだと、またまた都合のいいように考えま

す。自己中なのです。トレードで勝つにはコツがあってまず、

自分以外の動き を観察します。例えばローソク足のビデオ

のように、価格はたった 2 つのパタ ーンで動いていますか



ら、実体の色をみます。色だけを見て買いか売りかわか る

のですからとてもトレードは明確になります。どこでトレー

ドしたらいいの か？エントリーターゲット、ストップロス

が、この段階で自動的に目の前に出 てきます。何か追加で

ソフトを購入するとかそんなものはありません。今使っ て

いる FX 会社、先物取引証券会社のチャートで十分です。不

要なツールになお 金をかけたりすることは決してありませ

ん。そんな無駄なことはしません。今 持っている無料のも

のを最大に有効活用します。次の USDHKD の取引履歴を見て

下さい。USDHKD は基本的に買いでエントリーします。買い

で入った価格を確認 して下さい。何故この位置で買いエン

トリーなのか？ドルは金利が上昇するた め金利差が生じる

からです。USDHKD は固定相場なので単純に下で買って、上

で 売れば利益が出る仕組みになっています。上限、下限は

決まっているので長期 のチャートを表示して、現在値がど

こに位置しているのかを確認して下さい。 ローソク足トレ

ードでは、必ず一番最初に現在位置を確認します。これは基

本 動作です。食事の前に手を洗うようなもので、インジケ

ーターのサインや、自 動売買のシグナルなどではなく、一

番最初に現在値の位置を確認します。これ は単純なことで

すが、極めて「重要」です。船や飛行機の GPS と同じで、今



ど こにいるのかがわからなければ、目的地にたどりつくこ

とは出来ないからで す。次に AUDUSD の売りの数字を見て下

さい。価格は 0.72708 まで下がり 16.14 の 利益になってい

ます。ここでのポイントは売りの位置はすごく重要です。

USDHKD の例と同じように考えます。USD の文字が右側にあり

ますからドルが強 くなるならば AUDUSD は売りということ

になります。これによって、どちらにポ ジションをとった

らいいのかが導き出されます。日経平均先物の場合ドルが関

係してきますから、ドルの方向を見ることで価格の動きが手

に取るように分か ります。これはトレードをするときの全

体のお金の流れを読む方法で、この世 界の通貨は USD、CAD、

EUR、JPY、GBP、CHF など複数あって指標の数字やニュー ス

が発表されて、それらを要因として価格は動いていきます。

この通貨の強弱 の関係はある無料のサイトの数字を見るこ

とで確認できます。もちろん 24 時間 365 日アクセスできま

す。会員登録なども必要なしです。思いついた時、気に な

った時に見るとよいです。次に us30usd はアメリカの指数で

す。一番よいタ イミングで売っています、（価格を見て下

さい）16933.1 がストップロス 16390.3 まで下がって、

2844.24 の含み益となっています。たった 2 枚で 25 万円 以

上の利益が出ています。全ての数字に意味がありますので、



画像の数字を良 く確認して下さい。これらの数字に隠され

た本当の意味は、小さな口座残高で 大きな利益を目指すの

は簡単だということです。そうすることが難しいと思っ て

いるならば、それは今までの刷り込みと、不可能だという思

い込みです。多 分自分には出来ないことなんだろうなとい

う諦めを自分自身で制限をかけてし まっている状態です。

ローソク足は無制限に利益の機会と位置を示しますし、 ト

レードの手順は１２３ステップ式の単純なものです。次の

nas100usd も同じ ように売りでエントリーしています。

4531.0 売り（画像の数字をよく見て下さ い）、ストップロ

ス 4384.8、価格は 4175.1 まで下がり、1509.19 の利益です。

日本円で１３万円以上の利益がたった２枚のトレードで再

現されています。株 価指数、為替にはそれぞれの特徴があ

ります。ヒゲを形成しやすい、または、 本体が大きくなり

やすいペア、いろいろありますが、共通して言えることは価

格の動きが大きくなった時を狙うことが何よりも重要です。

これを行って、少 ない労力で相場のスキをつくのがローソ

ク足の強みです。ほとんどの人達はツ ールに頼るため、売

買判断の能力は衰えています。価格の純粋な動きを見て、あ

る特定の動きが現れたその時間を利用することこそが無限

の利益の源泉にな ります。次の spx500usd 株価指数ですが、



これもたった２枚で取引していま す。2085.5 で売り 2031.3

にストップロス（この数字も非常に重要です）価格は 1963.7

まで下がって 335.84 の利益です。ここで言えることは

nas100usd も spx500usd もアメリカの株価指数ですが「チャ

ートの価格の位置が必ずズレて きています。このズレ自体

を利用して注文することが取引するときのキーポイ ントで

す。」もちろん為替でも同じことができます。GBPJPY、EURJPY

でも必ず ズレが生じますし、USDJPY でも EURUSD でもそう

です。みんながみんな同じよう に動くわけでは無いのでこ

のタイミングのズレを使って、価格差のズレから利 益を出

すことができます。先物取引の場合、先物とオプションにズ

レが生じま す。オプション価格を見るとわかりますが、お

かしい価格で注文が出ているこ とが多々あります。特にオ

プションの場合、ATM アットザマネーになると動き の変動

幅に勢いがついてきますので箱とクギの法則を使うことで

その威力を発 揮できます。難しいデルタなどの計算知識は

不要です。箱とクギの法則はマー ケット自体が消失しない

限り文字通り長期に渡って利益獲得チャンスがありま す。

ほとんどの人は気づいていないので、いくらでも使用できま

すし、またこ の方法は使えなくなるということは考えにく

いです。これは決して大げさでは なく、真面目に話してい



ます。価格の本質は余計なものなしでシンプルな仕掛 けと

注文方法を用いて利益を最大にします。次の jp225USD は日

経平均の動きで す。20501.4 で売り、ストップロスは

19597.3、価格は 18921.2 まで下がり 2 枚の トレードで 42

万円以上の利益です。下がることがわかっていたのか？それ

とも 価格の動きを予測していたから出来たことだろう？と

思うかもしれません。実 際にローソク足だけしか使ってい

ませんし、そもそも価格の動きは予測するも のではなく、

あるパターンを何回も利用するだけです。その元になってい

るの はローソク足のビデオの中にあります。価格の動きそ

のものは単純なことを繰 り返しています。また売買パター

ンも同じようにシンプルなフォームを何度も 何度も繰り返

しているだけです。予測することほど面倒くさいことはあり

ませ ん。なぜならたくさんの情報を必要とするからです。

ローソク足では予測しま せん、ある特定の時間に注文をし

ます。これは肝といってもおかしくはありま せん。時間こ

そが重要な要素です。そして次に USDJPY は 124.091 で売っ

て、 121.952 に下がっています。ドルとアメリカの株価指

数は相関性があり、アメ リカが下がるとドル円の動きも右

下がりになってきます。先行指標というもの があって、こ

れもまた特定の時間帯になると動きが活発になってきます。



売買 量が増えるということは価格の動きが大きくなること

を示します。ということ は、人々が活動する時間帯という

のは決まっていますからその時間帯に合わせ て注文を仕掛

ければいいということです。この時に重要なのはあくまでも、

価 格の動きを予測しないことです。彼等の記録を再利用し

ます。後出しジャンケ ンのようなことが実際に可能です。

巷に出回っているインジケーターでは不可 能です。EURNZD

は唯一の含み損となっています。これはポジションの方向に

意 味があります。先程も話しましたがトレードはチームプ

レーであり個別の全体 に与える影響は時によって重大なリ

スクに変わります。もしこれが買いポジシ ョンならば即刻

トレードを終了しています。最初にエントリーするときに金

利 を受ける側を選ぶと良いです。EUR と NZD の金利差があ

るからこそ、このトレー ドは成り立っています。他のプレ

ーヤーのミスをカバーするようにトレードで はいくつかの

ペアで、損失にならないようにヘッジされています。ある 7

つの ペアの取引の数字を確認することで全体の流れを把握

できます。先物の場合、 期先、期近を組み合わせると良い

です。次の GBPJPY はローソク足のトラップに ヒットして

194.630 ストップは 191.396、価格は 191.39 まで下がり

121.40 の利益 です。ローソク足の良い点は、次々と注文を



仕掛けることができることです。 つまり成行き注文ではな

いので、落ち着いて冷静に売買ができます。あくる日 に口

座を見たら利益が出て残高が増えていました。そうです、テ

クニックだけ で利益が増えていたのです。次の spx500usd、

us30usd、nas100usd、eu50eur も 同じようにローソク足だ

けでトレードを行い、この 4 つのトレードだけで 50 万 円近

くの利益を出しています。全体的に下落トレンドだから売っ

て儲かったの じゃないの？と思うかもしれません。そもそ

もトレンドは後になってから、こ こは下落トレンド、ここ

は上昇トレンドと解釈できますが、トレンドの始まり と、

終わりを捉えるのは一定時間経過してからでないとわかり

ません。そのは じめと終わりまで根こそぎ利益を取ること

がローソク足では可能です、つまり トレンドがどうのこう

の、サポートレジスタンスなどは一切必要無しで、ロー ソ

ク足の原理に沿うことで利益が抽出されます。残りの３つの

jp225usd で１０ ０万程度の利益が出ています。こういった

ことはご自身でも再現可能です。ロ ーソク足によってリア

ルに実現します。ようは、ローソク足をやるかやらない か

だけです。これらはローソク足の箱とクギの法則を知ってい

る人は毎日やっ ていますし、普通のことです。一度手に入

れてしまえば何度もしつこくループ させます。おもしろい



ように繰り返し繰り返し利益が出てきます。なぜならマ ー

ケットのパターンは限られたある動きだけを繰り返してい

るからです。前回 のビデオの動きに隠された特定のフォー

ムの盲目の穴の部分を突いています。 最後に 138,378 で

EURJPY を売っています。ぜひご自身のチャートで確認して

下 さい。価格は１３４円台まで下がり 300PIPS 以上の利益

を生み出しています。 この普遍の法則の本当の意味とやり

方を理解するだけでどの市場からでも、文 字通りお金を引

きぬくチャンスがあります。目の前に ATM マシーンがあって、

暗証番号無しでいくらでも出金するような感覚をローソク

足を使うことによっ て味わうことができるはずです。誇大

表現でもなく、嘘でもなく、現実に可能 です。価格の本質

を使うことで、今までとは全く異なった次元のレベルでトレ

ードできるようになります。これまで、いろいろな情報を集

めて一生懸命稼い だ、なけなしのお金をつぎ込んで、浪費

した割には稼げなかったと思います。 その気持は良くわか

ります。私も２,０００万円以上投資して学んだ結果、よ う

やくたどり着いたのが、何も必要としない純粋なローソク足

の箱とクギの法 則です。この結果を得るまでに、１３年以

上の歳月が過ぎています。膨大な時 間と大きなお金を投資

して辛酸をなめながらようやく手に入れることが出来ま し



た。全てのインジケーターは全部が全部、箱とクギの法則が

元になっていま す。色や飾りのついた分析方法は複雑で理

解が難しいです。学習するのも、実 際にやってみるのも根

気がいりますし、面倒なものばかりです。やってみて も、

思うように稼げない、エントリータイミングがイマイチわか

らない、稼い でもドカンと失ってしまう。。。これは箱と

クギの法則を知らないために失敗 しています。ご自身は何

も悪くありません。苦労しても報われない、思ったよ うに

稼げないのは、才能がないからでもなく、努力が足りないか

らでもなく、 能力とか身体の差とか、性別、学歴、容姿、

国籍など何も関係ありません。た った一つの事、箱とクギ

の法則を手に入れていないだけなのです。このローソ ク足

プログラムは全身全霊で全ての財産と投資、知恵を絞り私自

身が苦い経験 をしながら構築した、市場が存在する限り永

遠にトレードチャンスがあるシス テムです。今、そのシス

テム自体を差し上げようとしています。長い年月をか けて、

どろどろに這いずり回りながらようやく得たトレードの本

質の美味しい 蜜の部分だけをいますぐ数クリックで簡単に

手に入れることができます。難儀 なことはしてほしくない

と思っています。すこしでも楽な方法で利益を得てほ しい

と考えています。私自身、膨大な投資をして、失敗をしてき



ました。最初 からうまくいくものではありません。振り返

ってみると、しょっぱい思い出か ら本当にトレードをやめ

てしまいたいこともありました過去には、朝、口座を 開い

てみると、ゼロの数が５桁６桁も消えてなくなっていたこと

もあります。 今となっては、あの経験があるからこそ、今

の確固たるトレードが自信を持っ てできる様になりました。

価格の本質を突いて、トレードする方法はこの世に 存在し

ます。苦しみ悩み痛みから解放されるならそれらはご自身の

喜びに変わ るとともに、私の喜びでもあります。これは本

心です。箱とクギの法則を手に 入れてローソク足をマスタ

ーしたら私を超えてほしいと思っています。リスク を取る

のがご自身にとっての幸せではないかもしれません。安全で

堅実な道を 歩むことが幸せなのかもしれません。課題をこ

なせないかもしれないし、そも そもこなせる状況ではない

かもしれないのです。自己達成の険しい進化の道で はなく、

小さな家庭の幸せを選ぶかもしれません。だから 「全部あ

げることにしました」 0 から稼げる人間になりましょう。

というのではなく私の作りあげたシステム をそのまま全部

使ってもらおうと決めました。でもまずはお金を稼がなけれ

ば ならない。お金が無ければ家族に見切りをつけられると

いう現実がある。時間 はない。だからまずはお金を稼ぐこ



と。だから私を使って、私の背中に隠れて 守られながら安

心して稼いでください。胃を痛くするのは私でいいです。牢

屋 に入るのは私でかまいません。私はリスクに強い人間で

すので責任は私が取り ます。私が守ります。安心しながら、

ご自身の仕事をしながら、こっそりたく さん稼いでくださ

い。そして稼いだお金でご自身を労ってください。好きな事

をしてください。そして余裕ができたら家族にお金を使って

あげて幸せにして あげてください。生活に余裕が出てきた

時、初めて周りの人の役に立って感謝 されるような活動を

自然にしたくなると思います。その時、私がいなくなって も

死ぬまで安定した生涯を送ることができる人間になってほ

しいのです。「テ クニックだけでお金を稼ぐ事が出来る」

この成果報告を聞いた時、私は遂に完 成したと思いました。

これはご自身と私の約束です。決断した人の意気込みは 半

端ありません。手の届かなかった世界に一気に上り詰めてい

きます。 人が変わるのは一瞬です。昨日までうだつが上が

らなかったのに目の前で変わ ります。小さい子ならまだし

も、大の大人がコロリと変わります。ローソク足 の本質の

正しい使い方をするだけで見違えるように変化します。２ヶ

月間みっ ちりとローソク足トレードのトレーニングを積む

ことで６０日後からはあなた の思うとおりに無制限に実際



にリアルに稼ぐことも夢ではありません。誇大表 現でもな

くこのような事が現実に可能になります。参加費用は 50 万

です。はっ きり言うと 2000 万以上投資して得られた最高の

結果をこの価格で譲るのは歯ぎ しりする思いです。でもそ

れでもいいです。何年もの膨大な時間を短縮して、 たった

2 ヶ月でご自身のレベルが飛躍的に上がり、トレードで飯を

食っていく ことができるならばそれは何にも代えがたい喜

びです。血の滲むような思い で、１円たりとも失いたくな

いという気持ちを持っていると思います。このプ ログラム

の参加費を取り戻せるか心配だと思っていることでしょう。

誰でも速 攻でお金を稼ぎ、ハードルを極限まで下げ、幸せ

な道を歩み始めることができ るレベルのノウハウを公開で

きるようになったと確信を持っています。進化に は終わり

がないのですが、今後数千年単位で通用するトレードの真髄

になると 私は自信が持てました。前回のビデオの２つのパ

ターンは相場の存在自体が消 失しない限り長期間続いてい

きます。これが意味することは、つまり、ご自身 が死ぬま

で繰り返し稼げることでしょう。普遍（不変）の法則は長期

に渡って 続いていくからです。どこでエントリーしてター

ゲットはどこに設定するの か？ストップロスをどこに設定

したら良いのかが完全に明確になり、頭のなか が混乱して、



モヤモヤと霧がかかって何をしたらいいのかわからなかっ

たのに ローソク足を使うことによって、何も不安なくトレ

ードできるようになりま す。今までの情報を集めることに

かけていた無駄な時間を短縮してローソク足 という少ない

情報だけでお金を着実に稼いでください。もちろん、その日

その 日で利益を確保してデイトレードで済ませることも可

能です。スキャルピン グ、デイトレ、スイングトレードあ

らゆるタイプのトレードに共通して使用で きるのがこのロ

ーソク足です。あなたのリスクは抑えています。なぜなら、

こ の簡単な法則によって異なる次元でトレードできるよう

になるからです。もち ろん先物だけでなくオプション、株

式、先物、商品先物でも全く劣ることなく 優位性を発揮し

ます。リスクは私が取ります。私のそばで守られながらしっ

か りと稼いでください。矢面に立つのは私です大丈夫です。

安心してください。 すぐ傍に私がいます。一緒に頑張って

いきましょう。詳しい情報、分割など

＞＞お申込みはここをクリックして下さい。

インフォトップマイページよりファイルを確認ください

お申込み手順 インフォトップにアカウントがある場合「会

https://www.infotop.jp/order.php?iid=77786


員登録済みの方はこちら」をクリック メールアドレスとパ

スワード入力後 「入力情報の確認」ボタンをクリック イン

フォトップでのご購入が初めての方は 下記の手順でお進み

ください 1 名前を入力 2 メールアドレス入力 3.確認メー

ルアドレス入力 4.パスワード入力 5.確認パスワード入力

6 電話番号入力 7.郵 便番号入力 8.都道府県入力 9.住所

入力 10.番地入力 支払い方法を選択してください クレジ

ットカード、銀行振込、 「注文内容を確認」ボタンクリッ

ク お申込みはここをクリックして下さい。

サポートは 1 年間下記のメールにて無制限に行います

連絡先 excelsystemtrader@gmail.com

価格 50 万円(税込)ダウンロード版 PDF 1 ページ、動画 180

分以上

商品の引渡し時期

代金決済完了後、14 日以内に infotop ユーザーマイページ

よりダウンロード



商品の引渡し方法

代金決済完了後、infotop ユーザーマイページより

PDF をダウンロード。冊子販売はしていません。

お客様ご都合による返品は商品の性質上承っておりません

ご注文ご入金が確定しましたら

購入者マイページから 商品をダウンロードください

EDGE

追伸

少ない口座資金で残高を増やすことが可能になります。

簡単に実現させることができるようになるでしょう。生ぬる

い事は言いません。

ローソク足の本質を把握することで記の取引結果のような

ことを再現できま す。 そして、特典があります ローソク

足トレードの参加費用は 50 万ですが 下記の全てを一緒に

差し上げることにしました。２,０００万もらっても引き合

わない内容です。



参加すると以下を無料で差し上げます

専業トレーダープログラム、参加受付完全停止 FX スキャル

ピングセミナー （開発に２０００万以上投じています） ※

特典は購入者様アドレスに順次メールでご案内いたします。

追伸２ この１3 年の間で莫大なお金を使って様々なツール

を買ったり投資してきまし た。ツールだけでゆうに数百万

を超えます。3000 個のインジケーターツール一 式をまるご

と差し上げます。既に廃盤になってしまったもの、手に入れ

ること ができないものも含まれています。今では探すのも

入手不可能なもの、持って いるもの全て提供します。

【投資に係るリスクおよび手数料について】

当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するもの

ではありません。 信用取引や FX は価格変動リスクを伴い、

また証拠金を上回る取引を行うことが ありますので、場合

によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。

信用取引や FX には取引業者の売買手数料がかかります。



特定商取引法

著者 EDGE 販売業者 未来革命合同会社 販売責任者 中玉利

竜矢 所在地 鹿児島県鹿児島市本名町 1748-23 電話番号

05058067474 メールにて連絡をお願いいたします 連絡先

excelsystemtrader@gmail.com お支払い方法 クレジットカ

ード、銀行振込、郵便振替 販売価格 500,000 円 商品の引

渡し時期 代金決済完了後、14 日以内 商品の引渡し方法 ダ

ウンロード版の場合 infotop ユーザーマイページよりダウ

ンロード 商品以外の必要料金 銀行郵便振替 返金、不良品

についての特約 商品の特性上お客様の都合による返金は一

切受け付けておりません

個人情報について

当社はお客様のプライバシーを第一に考え運営しておりま

す。 お客様の個人情報は、厳正な管理の下で安全に蓄積・

保管しております。当該 個人情報は法律によって要求され

た場合、あるいは当社の権利や財産を保護す る必 要が生じ

た場合を除き、第三者に提供する事はありません。



表現、及び商品に関する注意書き

本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも

利益や効果を保証 したものではございません。また、著者

と同じような利益が出ることを保証す るものではありませ

ん。仮想通貨、信用取引や FX は価格変動リスクを伴い、ま た

証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっ

ては投資額を上 回る損失を被る可能性があります。信 用取

引や FX には取引業者の売買手数料 がかかります。取引の前

に十分内容を理解し、ご自身の判断で取引してくださ い。

尚、「ローソク足プログラム」の掲載内容は情報提供を目的

としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたもので

はありませんので、取引のご判断 はお客様自身で行ってく

ださい。

プライバシーポリシー

弊社は、弊社を信頼して個人情報を提供してくださった皆様

との信頼関係を何 よりも大切にします。その信頼を失わな

いために、どのような場合にも、この プライバシーポリシ

ーに則り、皆様の個人情報の取扱には細心の注意を払って



います。 弊社に個人情報を登録していただいた場合や弊社

の商品をご購入された場合 は、弊社のプライバシーポリシ

ーにご同意くださったものと考えさせていただ きますので

本プライバシーポリシーの内容を熟読してご理解下さい。

個人情報の利用目的 提供している商品・サービスに関連し

た情報をお届けするため 定期刊行物、書籍、デジタル・コ

ンテンツ、各種会員制サービス、その他各種 サービスのご

案内をお届けするため 調査のご協力や各種イベントへのご

参加をお願いしたり、その結果などをご報 告するため商品・

サービス、ウエブ・サイトなどの利用状況を把握し皆さまに

有益と思われる情報や調査などをお届けするため弊社が有

益と判断する、弊社 及び第三者の、商品･サービスに関する

情報を提供するためご購入・ご登録い ただいた商品・サー

ビスのお申し込みの確認やお届けするため教材などのご購

入の確認やお届けをするためイベント/セミナーのお申し込

みの確認や入場券 などをお届けするため電子メール配信サ

ービスのお申し込みの確認やメールを 配信するため各種会

員制サービスへの登録の確認やサービスを提供するため 各

種商品・サービスのご請求、お支払いとその確認をするため

ご協力いただいた調査に対して謝礼などをお送りするため

ご応募いただいた懸賞などに対する景品等をお送りするた



め 尚、これらの情報を提供するために、まぐまぐから発行

しているメルマガに代 理登録させていただくことがありま

す。予めご了承ください。 個人情報保護方針 弊社では、事

業活動の過程で収集した お客様個人を特定できる情報（以

下、 「個人情報」とします）を適切に取り扱うた めに、下

記の個人情報保護方針 を定め、実施、維持、改叢活動を行

っております。個人情報の取り扱いに関す る法令、公的な

規範を遵守します。個人情報を収集する際は目的をできるだ

け 明確にし、その目的の範囲内での適法かつ公正な利用を

行います。 収集した個人情報は厳重に管理し、不正アクセ

ス、紛失、破壊、改ざん、漏え いを防ぐための合理的な安

全対策を講じます。収集した個人情報を管理する体 制や仕

組みについては定期的に見直し、改叢・向上に取り組みます。

お客様か らご提供いただいた個人情報は、原則として下記

の場合を除き、第三者へ開示 しません。お客様の同意があ

る場合。あらかじめ弊社と機密保持契約を結んで いる企業

に、業務上必要な範囲内で開示する場合。その他の理由で、

適法かつ 公正であると弊社が判断できる場合。 利用規約

このレポートのいかなる部分も、書面による許可なしに複製

したり、 任意の電子媒体上に公開することはできません。

ここに記載されている情報は 信頼できると考える情報源か



ら得られますがその正確さを保証することはでき ません。

当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するもの

ではあ りません。信用取引や FX は価格変動リスクを伴い、

また証拠金を上回る取引を 行うことがありますので、場合

によっては投資額を上回る損失を被る可能性が あります。

信用取引や FX には取引業者の売買手数料がかかります。


