
日時 2014 年 1 月 31 日 金曜日 PM 夜 19 時～ 
開催場所 オンラインセミナー配信サイト USTREAM 

定員 限定 20 名 
ご自宅で受講可能です。録画ではありません。生放送です。 

 
このセミナーは、"ありがちな"知識を 

お伝えするだけの"セミナーではありません。 
 
 

「たった６０分、それもあなたの目の前で、あなたの 
トレードを、あたかも私が取引したかのような 

レベルにするセミナーです。」 
 
 

"そのため、人数を極めて 
限定しなくてはならないことだけ 
あらかじめご了承ください。" 

 
 

 

【フィボナッチコラム記事】 

 
チャート画像の中央ひだりにある、 

オレンジの三角１．250 が、 
一回目の売りエントリーの位置です。 

２回目は 1.24 で注文。 
緑の●印で、順番に利益確定をしています。 

画像の下の、みどり線の位置１．22 が 



最終的なターゲットです。 

 

たった一つの通貨で、 
３００pips オーバーの利益です。 

この通貨は 
１．２２ブレイク後、 

陰線が出現した時点で 
さらに下げます。 

まだまだ売る余地があります。 
 
 
 

 

 

 

 

 



フィボナッチの重要性に気がついている 
トレードセンスのあるあなたへ： 

 
 
 

単刀直入に言います。 
私が、常識では考えられない 

利益率のトレード方法を 
常識では考えられない 
やり方で稼いでいる 

その方法の全てを直接あなたにお伝えし、 
供に“あなたの”トレードのレベルを上げていく 

セミナーを開きたいと思います。 
 
 

なんだかんだでこの手紙も長くなりました。 

焦る必要はないですが 
とにかく実績とか 

細かいことはいいから 
早く申し込みたい 

参加に関して必要な 
重要なポイントだけ知りたい 

という場合は以下をクリックしてください。 
 
 

必要な事柄をコンパクトにまとめてあります。 

 

 

 
 



From：FXEDGE 
 
以下、例によって長い手紙です。 
長いレターなんて詐欺師が書くものだ！大嫌いだ！ 
という思いを持っていない場合に限り 
ゆっくりとお読みくださいませ。 
多分、勉強にはなると思います。 
 

”そんな数字はありえない！” 

 
もう何度、このリアクションを受けたか、わかりません。 

ご存知かとは思いますが 
思わずこんなせりふが出てしまうほどに 
私のトレードは 
一回で数百 PIPS の 
普通ではない利益が出ます。 

＋1,220,000 円 ＋300ＰＩＰＳ USDCHF 

 

毎月数回のトレードで最低でも５００PIPS の利益。 

＋860,000 円 +261PIPS GBPJPY 

 

 
 
この数字が、いかに異常なものであるかは、FX トレードをしたり 
システムトレードをした経験がホンの少しでもあれば、実感していただけるはずです。 
細かいテクニカルテクニックや 
トリッキーな裏技を 
駆使しているわけでもありません。 
トレードにかける時間は１日１５分程度です。 



要するに、ほったらかしてるんです。 

ただ、よく言われているような 
「設定に１５分かかりますが、あとはほったらかしで毎月５０万円の不労所得が！」 
みたいなバカな話ではありません。 
 
 
まともな知能を持っていれば、そんな話がありえないこと 
くらいは、１．６秒で理解できますから。 
 
 
そんな話ではなく 
完璧なトレード準備をして 
それを実行しルール通りに 
トレードし続けていれば 
「何かしたくても何も出来ない」状態になるのです。 
なぜなら、利益が出ているから。 
稼げているのにいろいろ検証するのは、素人のやることです。 
 
 
だから、何もやることがなく、必然的に、 
ほったらかすことになる。 
そーゆーわけなのです。 

多分、「ほったらかし」とか 
「不労所得」とかいうものが 
現存するのであれば 
これが最も確からしい方法なのではないかと 
個人的には思っています。 
（マルチの人とか、不労所得と叫びながら死ぬまで死ぬほど働いて“普通”に毛の生えた

程度のリターンしか得ていませんしね）。 
 
極端な話をしてしまえば、フィボナッチトレードを毎月続けるだけで、 
ただそれだけで月収５０万円を越えるということです。 
 



１５分のトレードで６００万？ 

私の生活に関しては 
そんなことがまことしやかに噂されています。 
というか、自分で言ったんですが（笑）。 
でも、これはある意味で真実であり、ある意味で誇張です。 

当たり前ですが 
私が世界一の天才でもない限りは 
いきなり１５分で６００万円を稼ぐなんてことは 
不可能です（天才でも無理かもしれないです）。 
 
ましてや 
「いつでも好きなときに好きなだけ」という 
条件をつけてしまえば、ますます不可能。 
にもかかわらず 
私がそのような生活スタイルを 
実現しているのは、 
「そういうシステムを作ったから」に過ぎません。 
フィボナッチを使って、チャートを読んでトレードする。 
 
 
私がやっているのはこれだけですが 
これだけで 
その程度の生活スタイルであれば 
実現してしまうのです。 
 
 
それは、普通のオフラインのビジネスであろうが、まったく 
変わらない普遍の成功法則なのです。 
 
この中でも、初めに最も重要になるのは 
フィボナッチの使い方です。 
いいですか 
今サラッと言いましたが 
これは非常に重要なことです。 



FX で結果を出すために最も重要なのは、フィボナッチの使い方。 
 
上述しましたが 
フィボナッチの使い方がよければ 
ほったらかしていても毎月毎月利益が出ます。 

1929 年の世界恐慌で空売りで世界を壊すほど利益を上げた 
ジェシーリバモアーは 
こんなことを言っています。 
「相場の動きを漫然と「期待して待つ」のは博打であり、 
忍耐強く待ち、シグナルを見いだした瞬間「反応する」のが投資・投機である。」 
ほとんどの人は待つのがめんどうくさいと思っています。 
待つのが一番効率がいいのに。 
 
それはまあ、おいといて。 
フィボナッチがいいということは 
「未来のレートを予測できる」ということが 
わかるからですね。 
で、利益が出る、と。 
こういう素晴らしいツールです。 

実際、私たちのところには「初めてフィボナッチで利益が出ました！」という、トレーダーの

方からの嬉しいメールがたくさん届いていますし。 
 
 
今まで稼げない FX トレーダーが 
９５パーセントとか言われていたのは、 
トレード方法が 
クソ過ぎたからなんじゃないかと、 
真剣に考えてしまうほどです。 

しかしなぜ、わたしの 

フィボナッチだけが 

異常に反応が良いのか？ 



 
これをきちんと説明できる人は、 
この世の中に私しかいません。 
全米トップのトレーダーが日本語ペラペラになったとしても、 
説明できないでしょう。 
 
なぜなら、私が発見したものだからです。 
そして、様々なテストを経て、 
最後まで勝ち残ったトレード方法ですから、 
 
 
そのテストを実際にやり、データを取り、 
修正を繰り返してきた私にしか 
説明できないのは、当然ですよね。 
 
「システムトレードやメタトレーダー」などの 
そういったものを駆使している人たちの 
何倍の時に何十倍もの利益が出る。 
 
 
USD 対しても、GBP に対しても、EUR に対しても 
同じように反応が取れる。 

そんな不思議な現象の理由を、 
他人が説明できるはずはありません 
（単なる“評論”はいくらでもできると思いますが）。 
 
 
逆に言えば・・・ 
 

わたしは、全てを説明できます。 

・誰もが誤解している、「タイミング」の本当の意味・・・ 
一体なぜ毎日毎日タイミングを 
探しているのでしょうか・・・ 
「タイミング」の本質とはそんなものでは全くありません。 



すべてが無駄なのです。 
・このトレードは仕事をしながら夜の数時間だけでも 
大丈夫です。 
あなたの職業や生活にあわせて少しの時間で 
確認できます。 
・モニターに張り付かなくてもできるので一日わずか数分で可能です。 
外出先でもフィボナッチを表示できる FX ブローカーだと 
携帯電話でも取引できます。 
ただし、デイトレードやスイングトレードなので 
スキャルピングはしません。 
・月のトレード回数は平均１０～２０回です。 
 
パソコンにくわしくなくても特別な設定はないので 
チャートにフィボナッチが表示できるのであれば 
問題ありません。 
・大概のトレーダーが適当に注文をしています。 
エントリー判断して、決済を行い、ストップロスが 
はっきりわかる最もふさわしい方法とは？ 
（このおかげで私もとても楽にトレードができています。） 
・トレードは少額からスタートできますが利益は証拠金に 
比例します。含み損を抱えることはあります。 
・どうやって“反応の良い通貨”を選ぶのか？ 
(この作業は、慣れれば 10 秒で出来ます) 
・利益を最大化するようなトレードの組み合わせ、つまりは 
トレードチャンスも複数作り上げる 3 ステップ・・・ 
(チャンスが少ないと残念ながら利益も少ないです・・・ 
実はとてもかんたんな方法でチャンスを増やします)。 
・数字を変えるだけで利益を最大化して、しかも使い回し 
できるとっても便利な方法。 
・最後のトレード判断で、 
もしもどうしても決められないくらい取引に 
悩むことがあったらどうしているのか？ 
(ヒント:“取引しない”という決断もアリなのです・・・) 
・システムトレードにすることもできますが、誰がやっても 
同じ明確な売買サインが出るタイプではありません。 
DVD 販売はございません。 



（一般書籍では幅広い知識や情報を提供していますが 
このセミナーではひとつの実践的な勝ち方に絞り込んで 
います。） 
 
 
などなど・・・。 
私のトレードなのだから当たり前なのですが、あらゆることを 
説明できるのです。 

 

そして最も重要なことは・・・ 

 
それらの“秘密”というか“秘訣”というか 
とにかく私のトレードフォームが 
軒並み大成功を収めている背後に 
あるものは、実は 
あらゆるマーケットに、あらゆるタイプの相場に容易にあてはめる 

ことができるのです。 

はっきり言ってしまえば 
コツさえつかめば 
すごく簡単に 
“あてはめる”ことが出来るのです。 

実を言えば、今回私がセミナーで 
お伝えしたいのはこれにつきます。 
一言で言えば、 
一体どうやってフィボナッチで“あらゆる相場で”稼ぐのか？ 
をお話したいのです。 
 
はっきり言って 
１から１０まで完全に自分の頭で考え 
チャートを見てトレード判断するなんて 
きついですよね。 
 
私はそういった作業が大好きですので 
苦ではありませんが 



普通そんなことを初めからやるのは 
実は効率も悪いし 
必死になってトレードしたわりには 
 
 
結果が出ないケースが多いです。 
だから、私の成功事例を、マネしてください。 
堂々と。 
 
 
あなたがトレードする相場にあてはめると 
一体どのような形になるのか 
一体どうやって 
あてはめたらいいのか 
それをあなたの目の前で 
直接、目に見える形で解説しますから。 
 
 
「学ぶ」という言葉の由来は 
「真似ぶ」であったことは 
知っていると思います。 
要するにそういう話です。 
 
 
私の成功事例を「正しく」真似し 
「正しく」活かしてくれ、と。 
そういうごくごく健全な提案なのです。 
 
ただし、勘違いはしないでください。 
 
 
フィボナッチを 
ただ引けばいいというものではありません。 
巷にはいろいろな 
トレード方法があります。 



しかし断言してもいいです。 
あれらのトレード方法では 
私の１０分の１程度しか稼げないでしょう。 
FX はトレードする最初の段階で 
決まっているのです。 
 
 
なぜなら 
普通のトレーダーたちは 
トレードの背後にある成功要因を全く理解せず 
表面的なテクニックや方法しか 
知らないからです。 
今回のセミナーでは、普通のトレーダーが 
一生涯理解することが出来ない、世界でも私にしか語ることの出来ない、“隠された”成功

要因とその“あてはめ方”を、全てお話 
させていただきます。 

 

あなたに、私の持っているもの全てを。 

ですから、私が今回提供したいのは、厳密にはテクニカルの 
知識ではありません。 
では、今回は一体何を提供するのか。 
それは 
・ 完璧なフィボナッチフォーム 
・ フィボナッチのあてはめ方 
・ あなたが今後つまずくであろうことを“全て”解決する環境 
という３つを提供しようと思うのです。 
具体的に説明しましょう。 
 
まずひとつめ。 
フィボナッチの４種類のトレードフォームを、 

「マネする権利」を付けてあなたに差し上げます。 
この４つのフォームは 
私がこの７年間で取引してきた 
そして実際に相場で使ってきた数千のフォームの中から 
特に典型的なあらゆる相場に応用しやすいものを４種類選んだものです。 



もたらした利益の総額は余裕で数千万単位。 
そのレベルのフォームを差し上げます。 
これら４つのフォームを 
あなたは自由にマネしていいのです。 
 
これであなたは、FX で稼ぐ利益を決定付けると言ってもいい 
トレードテクニックで、二度と悩むことはなくなります。 
 
目の前に、既に成功例が 
「マネしてください」と言いながら 
転がっているのですから。 

しかし、もし表面的にマネるだけになってしまったら 
それは普通のトレーダーと 
同じ穴のムジナになってしまいますよね。 

そこで、ふたつめです。 
具体的にあなたが 
あなたのトレードしている相場においては 
どうマネると効果的なのか 
トレードの利益率が爆発するのか 
あなたの目の前で、私が解説します。 
 
いわば、「本人による正しいマネの仕方」講座です。 

その過程で、必要なフィボナッチの知識やテクニック 
心理学的な話などをします。 
しかしそれはメインではないのです。 
一体なぜこれらのフォームは累計で何千万円もの利益を生み出すことが出来たのか、 
フォームからは見えないその“本当の” 
理由とはなんなのか、そして他の誰でもない、あなたは、私のフォームを一体どうマネして、

相場にあてはめていけばいいのか・・・。 
これらの解説がメインになります。 
あなたがどの相場で何をトレードしていても関係ありません。 
 
 



 
株をしていようが 
先物をしていようが 
CFD をしていようが 
商品先物をしていようが、一切関係ありません。 
あらゆる相場に固有の 
それにふさわしくカスタマイズされた 
“マネの仕方”を直接お話します。 
そう、実は今回のセミナーは、この話だけでは終わりません。 
 
今後どうやってリアルトレードしていくのかをお話しします。 
 
かねてより「デモトレードをしていても、いいトレードできない」と私は言っていますが、 
実はこの“リアルトレード”という体験も、今回のセミナーのひとつのコンテンツです。 
なぜなら、セミナーで学んだことを、その場ですぐに実践して欲しいから。そして、 
それを私がすぐに見て、コメントをして、また直して・・・ということを繰り返すことによって、 
“正しくマネしていく感覚”というものを体に染み込ませていって欲しいからです。 
ちなみに、セミナーと同じ内容の動画を用意しています。 
（２４時間好きな時に見ることができますのでご安心を）。 
なぜなら、動画すらも、セミナーコンテンツの一部だからです。 
そして、いつでも動画のページは 
オープンな状態にしておきます。 
USTREAM は録画すると 
一般公開されてしまうため 
録画はしていません。 
 
 
セミナーに参加したいけど 
平日は仕事で、まにあわない時は 
動画ページで同じ”内容”の動画を見ることができます。 
セミナーと動画ページでお話しすることは全く同じです。 
あなたは 
いつでも見られるし 
いつでもフォームを引くことが出来ます 
（文字どおり、いつでも、です）。あなたの自由です。 
と同時に、私をどう使うかもあなたの自由なのです。 



これだけでも十分だと思うかもしれませんが、しかし、

実はまだおわらないのです・・・ 

 
あなたの都合で、あなたのフォームが出来た時に 
あなたがつまづいたまさにその瞬間に 
あなたが何となく話し相手がほしい時に 
私にメールを送ってくれればいいのです。 
 
１８０日間私の時間は全てあなたのものです。 
 
万が一寝起きだったとしても、万が一食事中だったとしても、万が一風呂の最中だったと

しても、あなたの目の前で、すぐに解決策を提示してみせましょう。 
 
 
あなたは、いかに複雑で手の出しようがないと思われた 
問題が、実は非常にシンプルな原理と方法によって 
解決されるのか、目の当たりにすることと思います。 

そしてみっつめ、これから１８０日間（半年間）、 
私のメールを直接受けることが出来るとしたら・・・ 
あなたのトレードはよくなり、プラスになるでしょうか？ 
正しくマネできてるのか、引き方が正しいのか変ではないのか、独りよがりなトレードに 
なってないか、「トレードしたいトレードしたい」というポジポジ病になっていないか、 
取引のサイズは正しいのか、などなど、気になったところをいつでも好きなときに 
質問できるとしたら・・・。 
 
 
今回のセミナーは 
あなたがどうやって私のフォームをマネして 
大した労力もなくあなたの安定した収入を約束してくれるトレードをするのか 
ということに焦点を当てています。 
 
しかし 
いくら６０分で最高の知識を得て 



最高のワークを行ったところで 
１日もしたら忘れてしまう部分もあるでしょう。 
セミナー中は正直ピンと来ない部分もあるでしょう。 
ですから、セミナー開催日から向こう半年間、１８０日にわたって、 
私に直接質問する権利というものを今回のセミナーの 
コンテンツに含めたいと思います。 
こんな面倒くさいことをまさかやるとは思っていませんでした。 
 
 
しかし 
今自分がやるべきことは 
できることは何なのか、と 
自問自答した結果 
「誰にも出来ない、本物の情報と環境を１人でも多くの人に提供していくこと」では 
ないのか、と思い至りました。 
是非、この価値がわかる場合は、有効活用してください。 

最後のダメ押しですが・・・ 

 
 
あなたは 
自分のトレードに 
１００パーセントの自信を持てるでしょうか？ 
確かに FXEDGE の言うことは反映させたし 
できる限りのことはした。 
 
しかしそれでも自信が・・・というケース。 
僕は何人も見てきました。 
このような場合ある意味で当然なのですが 
力のある人に直接添削してもらうのが 
最も効率的にトレードを確かなものにすることが出来ます。 
 
しかし、 あなたのトレードを 
１から１０まで完璧に添削するとしたら 



一体何時間かかるかわかりませんよね。 
 
 
数百回のトレードとかになってくると 
自分でイチから取引したほうがはるかに楽で 
添削する方がむしろ大変だったりします。 
しかしながら 
学生時代を思い出して欲しいのですが 
添削という作業を通してしか 
上達しないものというのは確かにあるのです。 
 
 
特に、作文。 
文章や小論文は 
優秀な先生に添削してもらうことで 
徐々に上達していくものです。 
（それゆえに、優秀ではない先生に添削されると、ドンドン 
酷くなっていき、気がつかないうちに手遅れになります）。 
 
トレードも、同じです。 
くどいようですが、 
本当に上達したければ力のある人に 
直接添削を受けるのが一番早いのです。 
なので、セミナー開催日から１年間以内でしたら、私が直接あなたが引いた 
フォーム全てを添削します。 
それもよくあるサポートや塾などにありがちな 
３行くらいの簡単なコメントで終わり 
というものではなくカムタジアなどの動画キャプチャーソフトを使って 
音声解説をしながら実際にあなたのフォームを添削している様子を 
録画しその動画を見ることができます。 
 
それは、今回のセミナーを、あなたのためだけに再現すると言ってもいいかもしれません。 

 



さて、あなたが得られるものを 

まとめましょう。 

今回のオファーの概要は以下の通りです。 
1. 
私がフィボナッチの４種類のフォームを用意し、それらを叩き台にしてあなたがどのように

“マネしてくのか”をセミナーで解説します。 
2. 
セミナー終了後、動画ページは常にオープンにしておきますので、いつでも見てください。

（たとえ深夜３時であっても、早朝６時であっても構いません。）。 
3. 
セミナー終了後、１８０日間以内は、私に直接質問をする権利があります。 
どんな些細なことでも、何でも構いません。 
 
そして同時に、あなたがした質問に対する返事を約束します。また、万が一私では答えら

れない質問があった場合、私が持っている個人的な人脈を全て駆使し、得られた最良の

回答をあなたに提供します。 
4. 
セミナー終了後、３６５日間以内であれば、私が直接あなたのフィボナッチを添削いたし

ます（カムタジアなどの動画キャプチャーソフトを使い、音声で解説をしながら実際に 
フォームを添削していきます）。 
 
 
これが今回、私からのオファーになります。 
私のトレードの、つまり私の脳みそのあらゆる“裏側”を解説し、 
あなたのトレード、もしくは相場観などにいかにして反映させていくのか、まで解説します。 
 

参加費の話をします。 

 
・・・と見て思わず集中力が３割くらい増してしまったのなら、今回は申し込まない方がい

いかもしれません（かといって次回があるのかどうかはわかりませんが）。 
価格が気になるというのは、もしかしたらまだ申し込む必要がないステージなのかもしれ

ないからです。 



 
 
例えば「１０００万円です」と言われたら、どう思いますか？ 
実は、ここに面白いデータがあるのですが・・・ 
私のトレードフォームで１０００万円の利益を出さなかったことは、私が FX をはじめてから

過去７年間、一度たりともないんです。 
 
私はもう数十種類のフォームを、数十以上の相場で使ってきましたが、その中で一回たり

とも、利益ベースで１０００万円を下回ったことがないのです。 
そのレベルのフォームを、それも“あなたの”フォームを、私と供に引いていくわけですから、

当然それくらいの価値があると言っても過言ではないのでしょうか。 

そしてそれが、費用対効果という考え方です。 
よくある「この情報の秘匿性は・・・」とか、「私は通常５万円以下ではセミナーをしません

が・・・」とか、「私に電話相談すると通常１時間で３万円チャージさせてもらってますの

で・・・」とか、そのようなあやふやな、しかも“自分勝手な”価値判断ではなく、数字で厳密

に、客観的に、どんなトレーダーの人にでも判断できるものです。 
 
１０００万円を払って 
１０００万円以上返ってくれば 
それはビジネス上正しい判断なのです。 
とは言え１０００万円なんて金額は請求するつもりはないです。 
今回のセミナーは、 
６０分のセミナー費その後のサポート費、消費税込みで 
 
8 万円で開催することにいたしました。 
 

今すぐ参加する 
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前代未聞の保証・・・ 

せっかくですから、保証もつけましょう。 
それも、なんちゃってな人たちには誰にも出来ないような 

前代未聞の保証を。 

前代未聞の保証・・・ 

もし、このセミナーを受けて、６０分私と共に過ごし、このセミナーでお伝えする内容、そし

てその後のアドバイス、さらには添削に満足がいかなかった場合、セミナー終了後１８０

日以内に申し出てくれれば、あなたは以下の２つの権利を“両方”行使することが出来ま

す。 
1. あなたのトレードフォームを、私、FXEDGE が１から全てやり直します。 
 
2.私が引いてもなお満足がいただけない場合、セミナー参加費 8 万円に加えて、あなた

の貴重な時間を無駄にしてしまった迷惑料として１万円、合わせて9万円を７営業日以内

にお支払いします。 
また、上の権利を行使するに当たって、あなたは２つの保証を受けることができます。 
1. 上記の事柄は、全て“心からの笑顔で”行います。 
2.仮に上記の権利を行使されたとしても、私とあなたの関係は、あなたが望む限り友好

的なものであり続けます。 
 
いかがでしょうか。 
もちろん、フィボナッチを引かせるために、 

そのためだけに応募してくる人もいると思います。 
 
ひどい人になれば、その挙句に 9 万円を私からせしめようと 
考えているかもしれません。 
そうなれば私にとってまさに“血みどろの保証”となってしまいます。 
でも、まあそれはそれで構わないんです。 
その人は、それ以降１円も自分では生み出せないですし。 
それに私がフォームを引いたくらいではその人の人生は何も変わらないと思いますから 
（その人にとっての大金は手に入ると思いますけど他のあらゆる面例えば心などは 

一生貧乏なままだと思いますんで）。 



しかし 
私がフォームを引く労力とか 
それにかかる時間とか 
払う 9 万円とか 
そんなものはどうでもいいのですが 
そんな最高にくだらないことを考える 
最高にくだらない人と関わりを持った人生なんて 
私は歩みたくありません。 
ですから・・・ 

試験があります 

 
 
このセミナーに参加していただくためには 
私が用意した試験に 
パスしてもらうことが条件になります。 
全く難しいものではありません。 
トレードしたことない人でも 
パスできるようなものにしてあります。 
 
 
ただ、どんなに FX の経験があっても 
ある特質を持った人は 
絶対にパスしないようなものになっています。 
まあ、気軽に受けてください。 
テストはこちらから 
受かる人は、受かります。 
落ちる人は、落ちます。 
試験ってのは、それだけの話ですから。 
ただ、受けなきゃ何も始まらないわけで 
もし自分の人生変えたいと思う場合は 
受けられるといいかと思います。 
 
少なくともこのような異常に時間と手間のかかるセミナーなどは開催しないでしょう。 
だからこそ今回のこのセミナーは、唯一無二のものにしたいと思っていますし、そして実

際、これだけの内容になったのです。 
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あとはあなたがそれを実際に体験し、さらにそれを活かして FX で成功するだけ。ただ知

識を伝えて終わり、というものではなく、何とかそこ（あなたの成功）まで持っていくために、

私に出来る限りのサポートはお約束させていただきました。 
 
 
その他細かい事務的な事項は 
下記リンクをクリックして確認してください 
（下記をクリックしただけでは申し込みは確定しません）。 
 
 

今すぐ参加する 

それでは、セミナーでお会いできることを、楽しみにしています。 
 
 
長々とありがとうございました。 
 

FXEDGE 

 
 
 
追伸：「あなたのトレードフォームを」としきりに言ってきましたが、 
現状で初心者でも全然構いません。 
FX をしたことがなくても、一向に構いません。 
 
 
将来のために、知識欲のために、普通じゃ経験できない経験をするために、FXEDGE の

生きる世界を見るために、FXEDGE と仲良くなるために（笑）、理由は何でもいいです。 
 
 
セミナー中はマネの仕方を解説しますので 
それを真剣に見て、聞いて 
マスターするように努めてください。 
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追伸２：ここであえて言うようなことではないのかもしれませんが、今現在、私から直接 
何か FX の考え方を知ることができる人というのは非常に限られています。 
 
 
私の体ひとつではどうしてもこなせる作業に限界があり、ほとんどの依頼をお断りせざる

を得ない状態だからです。 
直接あって話しともなると、通常では考えられないチャージ料になります(ほとんどは私が

話をするとどうしても毎月 7 桁とか、8 桁とかになってしまうのです)。 
 
 
もちろん、金額が全てではありません(ちょっとした事情はあるのですが、完全に無料で 
アドバイスしている人も 5 人くらいいます)。 
 
 
しかしビジネスとしてやっている以上、やはり金額である程度の選別をせざるを得ない 
面もあります。 
そういったことを考慮すると、今回私がやろうとしていることは、参加側の視点から見れば

史上最安です。 
こんなに安い値段で長いサポートを 
引き受けたことはないですし 
これからも引き受けないと思います。 
 
 
「チャンスに出会わない人間は一人もいない。 
それをチャンスにできなかっただけである。」 
アンドリューカーネギー の言葉ですが 
確かにそうだなあと思います。 
チャンスだと少しでも感じた場合、今すぐ使ってくださいね。 
チャンスに出会わない人間は一人もいないみたいですから。 
 
 

今すぐ参加する 
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