
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画講座第２話 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



皆さん、こんにちは持田有紀子です。 

 

前回の動画では、Ｖガンマトレードの可能性について、 

お話をしてきました。 

 

今回は、Ｖガンマトレードの実際のトレード映像を 

お届けしたいと思います。 

 

では、実際のトレード映像をどうぞ。 

 

 

 

※ここで持田先生による Vガンマトレードの実践動画が入ります。 

 ぜひ、実際の動画をご覧になって、持田先生が、いかに Vガンマトレードに 

取り組んでいるのか、実践動画をご確認なさってください 

 

 

 

いかがでしたでしょうか？ 

こうやってトレードを日々やっている訳ですけれども 

そのトレードをやった結果というのが、皆さんにあの 

お見せした、えぇああいう結果に繋がっています。 

 

まぁこれを１か月やって、で１か月終わった数字が 

あの数字になって、まぁ月に２０％とか、 

いいときで１００％とかね、１３０％とかっていうのも 

ありますよね、ていうふうになってっていうふうなことで 

繋がっていっています。 

 

で、ちなみにですね、これはあのかなりリスクコントロールを 

しながらやってる結果があの成績表の結果になるんですね。 

 

なので、例えばそのリスクコントロールを 

細かくやりながらも出てきた数字というのが、 

あの結果なんですけれども。 

 



まぁ実際の相場に併せて言うと例えばあの２か月続けて、 

２倍にした時というのは、どういう事柄があったかって言うと、 

チャイナショックの時だった訳ですよね。 

 

やはりその時には、あっいよいよ中国来たかというか、 

そういうね、あのこうちょっと不安な状態とか、 

不穏な状態になったっていった時だったと思いますし、 

そのブレグジットの時であれば、この私の取引例の 

プラスで言うと２１％なんですけれども。 

 

当然、もっともっとこれって伸ばしてていくことも出来ます。 

 

また、トランプ政権がトランプがまぁ当選した時で言うと、 

その後ですよね。 

 

まさかトランプがって言った後の動きの方が大きかったという 

こともあって、この後ですね、合計で２月でまぁ１００％を 

超えるプラスになっているとう感じになります。 

 

ですから何かこのイベントがあってそれを通過して、 

そして、えっびっくりというようなことがあった、 

もしくはこのチャイナショックの時のようにですね。 

 

元々イベントは分かっていません、ですが急速に 

その不安が高まってくるというような時にあのかなりその 

パフォーマンスを出していくことが出来るということに 

なるんですよね。 

 

じゃあこういうすごくあの不安だというか、 

何かこうそういう時しかダメなのかという実際はそうでもなくて。 

例えばこの２０１７年というのは、 

かなり動きのないもうこれは歴史的に動きがないという 

ところを更新するぐらいも、この何十年の中でというか 

この市場が始まって以来の歴史的なその悪いパフォーマンスを 

あのこう何というんでしょうかね。 

 



叩き出すような相場環境だった訳ですけれども、 

その時であってもですね、まぁ振り返って見ると、 

えぇまぁ２倍、４倍、８倍というようなものは、 

年にこの８倍ぐらいの時というのは年に２、３回 

ありましたし、２、３、２倍とか４倍とかって言うんだったら、 

もっともっと頻繁に起こることなんですよね。 

 

ですから何もないとき、そしてそのとっても環境が悪いと 

思われる時でもそれなりにあの動くということです。 

 

ですからそれが、その着実にというか着々とある程度 

コツコツというかね、その着実にというところにも 

繋がってくるのかなと思います。 

 

さらに過去にはですね、もうその千倍近く、百、千、 

千倍というようなことがあったというような、 

例えばどんな時かと言うと、 

９０年代のアジア通貨危機の時がそうですし、 

また何といってもこの身近な中では、この今の相場に 

繋がっているリーマンショックですよね。 

 

その時はもう本当に激しく動いて、そしてそのね一生分 

以上のものを稼いでしまったアメリカ人の話をしましたけれども、 

そういったようなことも訪れるってことですよね。 

 

それはこう今のマーケット自体はそのリーマンショックから 

始まるそういうことが起こった後の後処理、そして、のこう 

なんていうの敗戦処理というかね。 

 

そういう中の１０年だった訳ですからここから先 

また違うスタートがね、始まっていくというふうに考えた方が 

真っ当なのではないかなと思いますし、 

それに備えていくということでこのＶガンマトレード自体が 

有効なあの方法になっていくのかなというふうに 

私自身も考えています。 

 



ですから、積極的にね、毎月これをまぁ私もやっていっていると 

いうことになります。 

 

次にじゃあこのトレードに使うツールについての 

解説をしていきたいと思いますので、またあの動画をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

はい、ではこのＶガンマトレードで使うツールについてです。 

 

このね、ツールというのはどういうものなのかというとですね、 

ある一定の一定のというか、もう決まったもので、 

あの計算式に出てくる数字があります。 

 

それのあのルールにも数字が出てくるのでこの計算数、 

あのツール自体すごい使いやすくて自分であの必要な、 

あのこういう数字を入れて下さいねっていうものが 

もうあらかじめあって、でその数字をそのツールの中に入れます。 

 

そうすると答えが返ってきますということになりまして、 

その返ってきた答えを使って、あとは注文を出して 

待つだけということにもなるので、とても簡単な使いやすい 

ツールです、でこれツール自体はずっと使う事も出来ますので 

とてもあのシンプルで便利で、そしてずっと使えるという意味では 

とてもあのまぁ何て便利なツールですよね。 

 

で、更にこのツールは、 

もっとあの深くこのツールというものを駆使して使っていく 

ことも出来るというあの奥の深いところも出来るとっても 

感情なことだけであのシンプルに使う事も出来るという 

すごく応用範囲が広いものになっています。 

 

で、ツールのみだけで勝てるのかとうことなんですが、 

全然勝てます、もう会得してしまえばというか、 



あの分かってしまえば、ツールがなくても出来るぐらい 

あの簡単な話なんですよね。 

 

ただツールがあってそれを使った方がいいことの方がより 

精度が高まってトレードが出来るという意味では 

ツールがあった方がいいです。 

 

で、更にこれはそもそもこのＶガンマトレードというのは、 

あの単にトレードをするというこの手法だけを 

紹介するというだけというか、要は紹介しますっていう 

だけのものではなくて、その中には高度なリスクマネジメントの 

部分も含まれてるんですね。 

 

それも含まれた全体として、あの初めて成り立つものなので 

その上手くリスクマネジメントしていくという中でも 

そのツールを使っていくことでよりそのリスクマネジメントは 

しっかりと行っていけるというね。 

 

ことになりますから、自分でその頭で考えなくてもいい 

という意味でのその落差加減があったり、 

で、私自身も当然このツールがあるおかげで 

もう何にも考えないでちゃっちゃっちゃーっと入れて、 

こうちゃっちゃっチャートに入れて毎日やってるということを 

繰り返しているのですごくまぁあの簡単だし、 

あのずっと使えるし、こう殆ど壊れないしみたいな感じで、 

あの便利に使ってます。 

 

まぁとにかく、このツール自体がパンッとあっても、 

ん？どうしたらいいのと思うんですが、その使い方も含めて 

その全てをね、トータルで提供できるのがこのＶガンマトレード 

だと思ってますので。 

 

まぁあの人によってはね、猫に小判みたいなことになっちゃう 

わけですけど、なくても出来るというところまでのものですし。 

 

まぁただあの猫に小判ではなく、とっても本当に小判だ、 



ということがわかって使ってい続けていらっしゃる方も 

結構多いのであのとっても使えるかなと思います。 

 

あとは、そのどこまでそのことがまぁあの何でしょう、 

使いこなせるようになるかというのは、まぁあの 

人それぞれな部分はありますが、知ってるか知ってないか 

だけで、まぁツールがツールがあってもなくても 

まぁ最終的には出来るとは思います。 

 

ただ、ツールがあると飛躍的に便利になるのも事実ですよね。 

 

ですからまぁあのこのツールというのは、 

これもありそうでないツールなんですよね。 

 

一見、あまりに真っ当なものを相手にしているので 

どこにでもありそうな実はあるんじゃないかと 

思わせるようなものなんですけど、結構ありそうでないもの 

でもあるので。 

 

なので、今まであのこれを教えてこのツールをね、 

あの使って頂いている方にはすごく感謝されていてずっと 

使い続けているという方が多いです。 

 

そしてもう何よりも私の中であの嬉しかったのはですね。 

 

もうすーっごく長年にわたって投資の勉強をものすごいお金を 

もう巨万にかけて、し続けた方がいらっしゃるんですけど。 

 

その方がもう本当に初めてこの私の話、もしくはね、 

手法を知ってこのトレード法を知って、これが本物なんだ 

ということをこう腑に落ちてというか、腹に落ちてというか。 

 

そして、すごくね、それをあのもうあのとってもね、 

お金持ちの方なのであのやっぱり自分が子孫に残す為には、 

これだなと言ってずっとね、使い続け、 

そしてやっていらっしゃるというのが、 



何よりもあの嬉しいことですし。 

 

やっぱり沢山なことをやればやるほど、 

あぁ結局こういうことだったんだなということに 

落ち着くんだなっていうこともすごくあの私の中でも 

あの理解できたことですし、まぁすごくね、 

嬉しかった話でもあるんですけれども。 

 

そのぐらいあのツールは使い方は簡単ですしもうとっても 

使いようのそのねあのなんというか、便利さとか 

あの言うのには他に追随を許さないものがありますので、 

このツールをね、使い続けている人はとってもあの便利に 

使っているというのがまぁ実情です。 

 

さて続いて、負ける人勝つ人の違いについてというのを 

よく聞かれるんですよね、で、あの対応にね、 

その巨万の富をかけてずーっともう長年にわたって 

投資の勉強してきましたという人でもそれだけものすごい 

無駄遣いをして、ようやく出会えたよかったっていうことに 

なることですね、実はその金融マーケットに対して 

もしくは投資をするという世界に対して、試みた人は 

まぁ死屍累々というかね。 

 

あの上手くいってない結果的に上手くいってない人っていうのが、 

すごく多いということなんですよね。 

 

で、上手くいってるとか勝ってるというふうに思ってても 

最終的に上手くいってない負けてるという人が、 

やっぱりすごく多いのも事実で。 

 

じゃあどこがそのちゃんと上手くいく人 

つまり勝つ人とそれから、負けて敗退していく人 

もうあの市場に戻ってこれない、いわゆるね、負け組に 

なってしまうのかというところの違いですよね。 

 

ここを踏まえていないとそのまぁたまたまでその自分がね 



ファイナンスする能力があって巨万に時間とお金を使うこと 

が出来ればそれでも行き着いてよかったね、 

ハッピーだったねでいいですけど。 

 

出来るものなら最初からそんなこう無駄な時間とお金を使わずに 

正しいところにね、たどり着いた方が良いと思うのでこの話を 

したいと思います。 

 

まずですね、あの負ける人ダメな人のあの失敗パターンのその 

１つ目というのはね、やっぱり方向を当てようとする人 

なんですよね。 

 

で、上がるとか下がるとかそういうことを当たるものだと思って、 

そして頑張っちゃってそっちにすごく労力をかけてしまう人と 

いうことでもありますよね。 

 

もちろんあの相場観が大きい相場観を養うということは、 

重要で当然その上がるということをが他の人よりも 

より多く、あのなんという感じられてしかもそういう 

方向にいくっていう能力ですよね。 

 

ものを持ってる方が持ってない人よりはいいに決まってます。 

 

ですから自分が上がるとかいう方向を思いました、 

それにかけました、そしてその結果上手くいきます、 

それはそっちそれに越したことはないし、 

あのそれこそが重要な事でもあるのも事実なんですが。 

 

じゃあそう簡単にあお上がるとか下がるとかっていうのを 

正確に当てることが出来るのかっていう次の問題がでてくるん 

ですよ、それがいいに決まってます。 

 

だって常に当たるんだったら百発百中ね、それで儲けていけば 

それでこしたことはないわけですよね。 

 

でもそうならないから苦悩が始まるわけですよ、 



で、その苦悩の中でみんな無駄な努力もしくはなんていうのかな、 

不必要な努力、もしくは間違った方向の努力を 

いっぱいやってしまってそしてそれがこうね、 

失敗につながり、そして２度と立ち上がれない人になり敗退していく 

ということにもなっていくので、この方向当てるということに 

やっぱり終始するそっち方向に進んでしまうという人 

やっぱり失敗していくパターンになっていくのかなと思います。 

 

ですから、所詮その上げるとか下げる、上がるのか下がるのか 

というのを当てるのは無理なんだというね。 

 

その立場にまず立っていられるかどうかというね、 

そこの部分がまずはとっても大切なことなのかなと思います。 

 

ただこのね、Ｖガンマトレードを対象にしてやっているところ 

あの元々誰しもが投資、もしくは金融マーケットで戦う際に 

こう訪れる苦悩というのを経験しなくてもいいということに 

なるのでそういう意味ではね、 

とってもあの楽な方法ではありますよね。 

 

失敗パターンのその２なんですが、 

毎日ねやっぱり相場に張り付く人というのもダメなんですね。 

 

この毎日相場に張り付く人はどうなのかというと、 

気になっちゃってしょうがない人ってことですよね。 

 

気になるっていうのは、まぁ自分が上手くいくのか 

失敗するのかっていうのがもう気になっちゃって気になっちゃって 

しょうがないから見ちゃうという人でもありますし。 

 

結局このチャートに張り付くということは、 

今、人間というのは自分の目の前で展開されているもの 

それにものすごく捕らわちゃうんですよね。 

 

流行ってるものがワーってあると何かそれを買った方が 

いいんじゃないかとか、飛びついた方がいいんじゃないか 



と思うのと全く一緒で、結局目の前で値段がこうやって 

動いているとその値段が動いていること自体に一喜一憂 

してしまって、それこそやっぱり余計なことしてしまったり、 

不必要なことをしてしまったりということで 

結果損になってしまうってこともいっぱいあるんですよね。 

 

だからあの相場に張り付く人、そのチャートを見て何かしよう 

という風にね思ってしまう人、そしてそれで何かできるんじゃないか 

と思ってしまう人これは良くないですよね。 

 

やっぱりこれも多く失敗していくあのパターンの１つです、 

ですからこれも気をつけましょうということです。 

 

実際相場に張り付く必要なんかどこにでもないですし、 

他の事に時間を使った方がすごく生産的なんですよね。 

 

他の事に時間を使う時間もないほどのめり込んだほど 

自分の思い込みでマーケットは動いてくれません。 

 

ですから、全く無駄です、でその無駄な労力を払って結果 

失敗するならますますあの意味がないことですよね。 

 

それで絶対その自分がやったことよりも 

その時間かけた労力より、リスクリターンでいっぱリターンなら 

絶対かえってくるならもちろん張り付いたって構わないんですよ。 

 

だけどそうはならないだからやはり如何に張り付かない 

ようにして効率よくやっていくかというのが重要、 

あの需要になってくるわけですよね。 

 

で失敗パターンの３つ目ですけれども、 

このね損切りが出来ない人っていうのもダメなんですね。 

 

この損切りが出来ない人っていうのは、 

このお伝えしているようにＶガンマトレードでは、 

損切りをする必要がないので、これも失敗するパターンの 



中の人には入らない、もう最初からしなくていいんですから 

必要がないんですけれども。 

 

損切り出来ない人っていうのがどういう人なのかというと 

やっぱりその自分の負けを認められないというね、 

自分があの勝気というか絶対勝率に拘ってしまって、 

自分が勝つということだけを目指すのであれば、 

勝つ勝ちにいくことだけは簡単ですよね。 

 

いわゆる塩漬けにするというパターンと一緒で 

ずーっとねあのほっとけばどんなにこうねマイナスに 

なってもいつかまたね浮上してくるんじゃないかと思って 

待ち続けてればそうなることだってありえるんですよね、 

勝つ以外勝つまで待てばいいというね。 

 

これはまさにあの年金なんかの運用がそうなんですけど、 

あのどんどんこうね、後から後からお金が入ってきますって 

時間的なエンドの終わりがないですっていうんだったら 

いつまでも塩漬けにして持ってればいいんですよね。 

 

日銀のｅｔｆの運用もひょっとするとそうかも知れないですよね。 

 

それもとっても怖い話ですけれども、 

結局あの最後を意識できないお金っていうのは 

そういうとても危険な危ない方向に陥りがちなお金、 

態度にもなるわけですが。 

 

この損切りを出来ない人の普通のね人の場合 

というのはその勝気でっていう場合とともにもう１つはあの 

まぁなんとかなるさという中の中ではその自分の中で自分の 

目の前に起こっていることを都合良く解釈して 

そして自分の立場も都合良くこう楽観的に考えて 

そしてこう合理化してね考えていくっていう人にも 

見られるパターンでもあるんですね、 

個人的な心理的な問題ですけどね。 

 



そうするとその損切りを出来なかったが為に 

あの巨大なねロスを抱えてしまうということもあるんです。 

 

もちろん年金の資金であったり、 

まぁ日銀のね、本当は日銀も普通の株式会社ですから 

無尽蔵にお金が入ってくると思えないし、 

この資本の劣化が著しくどうなんだっていうことを 

本来は考えるんですがまぁそれでも限りなくね。 

 

あの国がほぼ大株であって大株主ですからまぁそういう 

親方日の丸という中での銀行ということを考えると 

まぁそういうこう甘さがあるのか。 

 

損切りねしなくてもいいということでどんなに 

損が出てもまぁずーっと買い続ければいいねって、 

どこまでも思ってるのかわかりませんが 

そういう状態なわけですよね。 

 

でもそれは、いつか来るであろうあの損失に対しては 

目をつぶってもいられるというかなり特殊な立場の運用 

もしくはトレードだけっていうことになるんですよね。 

 

なので普通の人が投資をしようとしよう 

投資を行っていこうとする場合には、それと同じような 

立場になっちゃいけないということなんですよね。 

 

立場を自分で自分を守るしかないからこそこれを 

皆さんにお伝えしているわけですが、自分で自分の身を 

守るしかない以上そういう特殊な立場じゃないということを 

割り切って考えた場合にこの合理化する人であったり 

損切りが出来ない人になってしまうというのはまぁこれも 

あのとっても恐ろしく危険なあの状態にもなりますから、 

まぁこれは失敗するパターンです。 

 

まぁただ何度も言いますがＶガンマトレードの前には 

それが損切りしなくていいのでまぁ失敗そういう意味ではね 



失敗することがないっていう意味では 

あのなかなかね、なかなか所か大変素晴らしいですよね。 

 

損切り出来ない人にはすごく向いてます、 

で、失敗パターンの４ですけれども。 

 

結構これも個人の投資家でよくあること何ですが、 

こうねあの投資をねちゃんとやろうとする人、 

そして勉強してすごくあのしっかりやっていこうとする人の 

特長として、やっぱり真面目で勉強します。 

 

だからその勝負の仕方もね、以外にこうコツコツとね、 

あのちゃんと着実にお金を積み上げていくという方が 

意外に多いんです。 

 

そこまではいいんですよ。 

 

ところが何故かですね、そういう人に限って突然 

この損切りが出来ない人とも繋がるわけですが、 

コツコツ勝ってるはずなのにある日ドカーンとやられて 

しまうっていう事が結構あるんですよね。 

 

コツコツドカーンの人ですよね、 

このね原因というのはいっぱいあってコツコツやっている内に 

まぁ結構お金貯まってきますよね。 

 

そうするともしくはそれがずーっと勝ち続けていているという 

自分の意識に変わってくることもあって、妙にこうね 

急に気が大きくなっちゃったりして、変なところで変な勝負を 

してしまうっていうことなんですよね。 

 

結果それがコツコツ、常にね稼いできたのに何故か最後に 

バーンとやられてしまう、みたいなねことに 

なってしまう人がすごく多くて、でこういうパターンの人も 

あの投資をする事によって大きなね失敗にをしやすい人、 

大きくお金をなくしやすい人でもあると思います。 



 

ですから自分が今の時点で投資をしてらっしゃるんであれば 

コツコツドカーンの人なのかどうかっていうのはね、 

ちょっと振り返って考えてみた方がいいのかなと思います。 

 

本来この投資で儲けていく、金融マーケットでお金を 

儲けていく為には、この逆のことをしなきゃいけないんですよね。 

 

儲けるときにバーンと儲けましょうでコツコツというのは、 

ちょこちょこやられながら、あのそしてやられながらというか、 

要するにあの負けの方小っちゃくしながらいかに大きくするあの 

する部分を大きくしていくかということを 

如何に考えられるのかというのが、まぁ勝負の分かれ道に 

なるわけですよね。 

 

ですから１度の勝ちで一生分稼ぎたいというのは、 

もちろんわかります。 

 

そっちのが１回で済むんですからみんな便利でいいに 

決まってるんですけど、それもこのねＶガンマトレードで 

相手にしているものでは、そういうことが可能なものでは 

あります。 

 

でも可能ではあってもそれがいつ来るかというのは誰にも 

分からないわけですよね。 

 

誰にも分からないということは、結局やっぱり常日頃は 

コツコツとやっていくことを考えなければいけなくて。 

 

ですが、コツコツやってドカーンとやられるということには 

まぁこの場合はならなくてちょこちょこと着実に儲けつつ 

まぁたまにポーンと儲かるということがあるよねというような 

スタンスで構えてやっていくことになります。 

 

ですがやっぱりあのまぁ儲かってても儲かってなくても 

何かそのねコツコツやる部分が結構嫌な人っていうのが居て 



で、そのバーンと儲ける事だけに目が行っちゃうと、 

その日頃をやるということね、怠けちゃう人もいるので、 

それもちょっと良くないですよね。 

 

常に自分のスタンスを変えないでマーケットにね 

臨んでいくということがすごく必要になってきます。 

 

ですからこのマーケットで儲けるトレード、 

マーケットでトレードをして儲けていくということに 

何よりも重要な事は何かといえば。 

 

まずあの大きく勝つことができるところまで 

自分をこう上手くリスクコントロールしながら出来るのかどうか 

ということに尽きるのかもしれないですよね。 

 

その為には正しい手法をまぁ知るということですし、 

その正しい手法を使って実際に自分がそれをあの着々とね、 

あの行動を淡々と行動をしていくということでもありますし、 

そもそもその手法がどんなに素晴らしいものでも 

使い続けられないと意味ないですよね。 

 

ですから、私がこのシンプルなこと、えぇこれだけ？ 

みたいなものに拘るのはまさにそうで、 

もう難解なことは、すごく難しいことを 

物凄い苦労してやったとしても、もうそのやってるだけで 

疲れちゃって使い続けられないっていうような状況であれば、 

まぁそれはそれであのあんまりこうね、 

あのいいものとは言いがたいところがありますよね。 

 

なので、えぇトレードで勝つ為には、そのどんどんね 

シンプルにそぎ落としていくということも必要になります。 

 

で、あのこうなんとなくこういう話を聞いていると、 

ちょっとでもね、自分が人よりも出し抜いて何かをしたい 

というふうにね、ムクムクと思うような人が多いんですよね。 

 



ただここでここで話してきたことっていうのは、 

あのねぇ千倍儲かりますよみたいな話になった時に 

だったら自分がこのね知らない情報を知って、そしてあの 

あの自分が千倍儲けられるっていうのを人より出し抜いて 

やってやろうみたいに思って欲しくないんですよね。 

 

っていうのはそういう事になる可能性というのは十分に 

秘めている訳ですし、でももう当たり前のように 

秘めているんですよね、秘めてるんですけど、 

じゃあそれをそのたったの１回だけで上手くやれるのかと 

いったらそれはそうじゃないんですよね。 

 

そこに至るまでのこうあの自分が平静さを保って、 

要するにやることをやる、やっちゃいけないことをやらない 

ということを続けられるかの方が重要になってくるので、 

まぁそういう意味では、もうこうやる気とかね、 

根気とかの方があの重要にもなってくるので、 

まぁそういう人が本当にあのマーケットでずっと儲け続ける 

ことが出来る人になるのかなと思います。 

 

その為には、やっぱり正しい手法だからこそ 

それがフィットしてこうね上手く進んでいくというところも 

あるので、正しい手法を身につけてそしてその態度さえ 

間違えなければ必ずそのチャンスというのは訪れますから 

やっていただければと思います。 

 

で、このただそれをやることによって、こうねあの 

今までこう歴史的にもすごい悪い環境が続いてきてる 

ということを考えるとその分のチャンスがね、 

あのこれから先は増えていくということも十分に考えられるので 

まぁそこは更に希望を持ってやって貰えたらいいなと思いますし、 

私も希望を持ってやってます。 

 

稼げる額はどうなんですか？っていっていますが、 

まぁ本当にあのあそこに書いてある通りの額なんですよね。 

 



これは５０万円ということでやってますから、 

当然５百万円でやってる人だったら倍になったら 

月に５百万円ということにもなります。 

 

月に５百万円とかね１千万円とか稼いでらっしゃる方は 

当然そのぐらいを使ってますし、百万円のものも 

１億円にしたという方もいらっしゃいますが、 

それはそのいうチャンスが恵まれたらそういうことも 

あり得るということです。 

 

ですが、チャンスがね来るまではその自分がチャンスを 

来る為にこう網をね常に張っておいて、そして来たものを 

ガバッとねちゃんと捕まえるというね、この体制作りだけはね 

しておかなきゃいけないということになりますよね。 

 

ただとにかくこのトレードというのは、 

まず自分がこうね、なくすお金というのがあのいくらに 

なるかわからないということがないということ 

そして、まず損切りをしなくてもいいということ 

で、もう限りなくその可能性であったり、 

その復活も含めてね。 

 

可能性があるということですごくこういうあのやり方が 

あってる人ってすごくいるんですよね。 

 

意外にあのトレードのこう着実にやっていくだけだと 

あの忍耐力がっていう人でもこれだと続けられるっていう人 

結構居るんですよね。 

 

で、あの何故かというとたまにポーンってすごくね 

儲かっちゃったりすることもあるので、やっぱり楽しい 

そのエキサイティングな部分も感じられるっていうね。 

 

そういう意味でもこう続けやすいという意味では、 

あのいいのかも知れないでえすね。 

 



はい、えぇリスクはどのぐらいあるのかということなんですが、 

あの自分が取りたいと思ったリスクしかありません。 

 

つまり自分はここまでしか損失出したくないと言えばそれが 

最大限です、それがマックスです。 

 

ですから、あの一般的な投資というのは、ふかくなんていうか 

動くものに投資する訳ですよね。 

 

だから動くからそこで初めてその動いたまぁその距離というかね、 

それがそのままお金になるというのがまぁ投資のまぁ醍醐味 

な訳ですけれども。 

 

その普通投資をする時っていうのはそれがいくらぐらい 

儲かるのかとか、いくらぐらい損するのかっていうの 

わかんないですよね、という状態でやるのがまぁ投資です。 

 

ですからリスクあるよねぇ投資するのはっていうのは、 

まぁ言われると思います。 

 

ですがこのＶガンマトレードの場合には、そこの部分の 

まぁこれ一般的なものに投資をするわけではないからという 

特性を生かすと結果的にこうそういうことになるんですけれども。 

 

いくらかはもう自分で決めればいいだけの話なので、 

あのどのぐらい損するか分からないということはないです、 

絶対ないです、自分が決めただけの損しかありません。 

 

なのであのとってもその普通に投資、不安症の人とかだと結構 

そういう意味ではあのあまり一般的に投資に向かない人でも 

投資にこれこれであれば出来るっていう人はいるんじゃないかな 

と思います。 

 

やっぱり１番みんな不安なのは儲かる時はね、青天井で 

当然いいわけですけど、 

マイナスがいくらになるか分からないっていうのが 



やっぱり１番嫌なわけですよね。 

 

で、このマイナスもあの１万円で辞めた方がいいのか、 

１０万円で辞めた方がいいのかっていうところでは 

悩んじゃうっていうことがあると思いますが。 

 

これについてはもう自分の決めた金額でしか、もうそこが 

マックスです。 

 

マックスだけどそのマックスのところからどれだけプラスに 

なるかということをやっていくので、まぁ基本的には 

あの今までの実績表で見て頂いたらわかるように 

マックスと決めて本当にマックスで全部なくなったこと 

というのはあんまりないです。 

 

私のずっとあのう３年よりも長くやってますけれども 

そんなにないです。 

 

ですから皆さんもあのリスクどのぐらいありますかと 

言われるとまぁそういう意味でのリスクというのは 

限りなく他の物に比べれば少ないかなと思います。 

 

そもそもこの手法自体はそのお金のね、使い方とか 

それからその損失の部分に対しての体制がやっぱり 

みんな誰でも弱いんですけど。 

 

なのでそのことについてすごく着目して作っているので、 

そのリスクマネージメント自体も込んで出来ているものなんですね。 

 

だからあんまりそのリスクマネージメントの部分っていうのを 

考えなくても出来るようになってます。 

 

で、このリスクマネージメントって実は１番重要な話で 

どんなに儲かった事がある人でもやっぱり一夜にして 

財産をなくしちゃったりするっていうのはやっぱりその 

リスクマネージメントが出来てないっていうことなんですよね。 



 

で、儲ける話とか儲かる、儲ける話しはいっぱいありますし、 

その実際儲かるチャンスっていうのもいくらでも世の中にはね 

あるのにあるにはあるんですよね。 

 

だけど、でそんな人にもそれは訪れると思います、 

でも、お金をなくすっていうのは儲かるからあの何ていうの 

儲からないからお金をなくすんじゃなくて儲けてもそれ以上に 

損しちゃうからお金をなくすんですよね。 

 

要はあの儲かる事以上に実はその足元にあるもっと大切に 

しなきゃいけないリスクをマネージメントするということを 

全くしないままそのプラスの方向ね、儲かるものだけとか 

その明るいサイドだけを考えてしかやらないから 

全くこっち側のね、ネガティブなことマイナスなこと 

っていうことに対してどうやって自分がマネージしていいか 

わからないまま明るいことだけ考えてやるから失敗するんですよ。 

 

ですが、この手法は完全にそのいうことがないように要するに 

明るい話ではなくて、あともちろん明るいことを望んでいるから 

やるんですけれども、明るい反対側にはそのね、 

あの暗闇もあるということを考えてそれをいかに 

マイナスもあるということを考えていかにその少なくするか 

ということをもうトータルで考えて作ったものなので 

まぁそういう意味ではあまり考えなくてやっても大丈夫です。 

 

ですから本当は自分でそこまで最初に投資をしようと思ったら 

リスクは自分はどのぐらいとれるとか、それからいろんな 

そのマネージメントはどうやってやっていかなければいけない 

のかというのを自分でこう体得していかなきゃいけないん 

ですけれども。 

 

体得するのってすごい大変なことなんですよね、 

だからこの１本これだけあの筋の通っているもので 

やることによって自分があのそんな苦労をしなくても 

最初からねそれを自分に見つけられるというのはすごく 



あのラッキーなことだと思います。 

 

ですからこの方法というのは、あのリスクはどのぐらい 

あるのってリスクはもちろんあります、損もします、 

損することもあります。 

 

ですが、限りなくあの小さくする事が出来るまぁ方法 

なのですし、その自分が見える世界で出来ることなので 

すごくあの楽だし簡単なあの方法になります。 

 

取引回数なんですが、これは基本的には１か月にはまぁ最低 

１回やればいいかなというふうに思っています。 

 

まぁあのね事情であの０回だった時もありましたけれども 

やれない時は別に無理してやらなくてもいいですよ。 

 

マーケットって逃げませんから、あのね、ニッチな 

あのマーケットでもう今参加しないと儲かるチャンスは 

ないっていう時だったらもうどんなに無理しても 

やらなきゃいけないと思うかも知れませんが。 

 

全然そういうものを相手にしてないので自分がちょっと 

お休みしたいなと思ったら、もしくは休まなきゃいけない時 

だって事情によっていっぱいあると思うのでそういう時に 

やらなくても全然構いません。 

 

ですが、何といってもですね、その、月に１回やりますって 

いっても、月にあの１日の中に取られる時間っても 

１回作ったらあとはチェックするだけですし、 

チェックするのはパッと１、２分も掛からないんですよね。 

 

で、何かあのトレードの注文入れるにしてもまぁ大体 

２、３分とかそんなもので出来ますし、 

ちょっとマゴマゴしてる人でもまぁ１０分もあれば十分だと 

思いますので、 

まぁそもそも１日に掛かる時間はすごく少ないですし。 



 

うーんトレードのね回数っていうだけでいうと多くても 

６回とか７回とかもうやれば十分かなという感じはしますよね。 

 

ただそしてそのタイミングなんですが、 

このタイミングも必要ありません。 

 

あの自分がやりたいと思った時にやればいいです。 

 

で、この相手にしているマーケットというのはあの 

うごっ勝手に動いてくれるしそもそも入れる場所というのが 

もうあの決まっているので、まぁ注文出したらあとは注文が 

出来るまで待ってるだけなんですよ。 

 

だから注文入れるだけのものしかなくてそういう意味では 

タイミングはないです、勝手にあのマーケットが動いて 

勝手にタイミングをが来て勝手に全部がね終わっているというね 

そういう感じです。 

 

まぁそういう意味ですごく楽です、時間掛かりません、 

掛かりません。 

取引時間にかかる取引にかかる時間は掛かりません。 

そんな感じです。 

 

でえぇツールもね使ってあのちゃちゃっと計算しそれであの 

あの言えるだけということになります。 

 

後はもう毎日見るぐらいで終わりということですよね。 

 

で、この投資法を見つけると何が変わるか何ですが、 

まぁもう端的に言えばその力強い貯金箱を持っている 

ようなものだと考えて下さい。 

 

あの強力な貯金箱ですよね、自分がその強力な貯金箱を 

ゲットしました、それをまぁイメージして下さい。 

 



そうするとそこに日頃こうね、チャリンチャリンと何か 

なんとなくお金がチャリンチャリンと入ってくる訳ですよ。 

 

そしてチャリンチャリンと日頃お金が入ってくるだけではなく 

たまにババーンと何かね、このぐらいの貯金箱が気が付いたら 

急にこんな大きな貯金箱になってたみたいなことになるというね。 

 

なんかそういうあの楽しみもある、 

ただそれがいつかはわからないからまぁあの楽しみでもあり、 

またね、明日来ないかなとかってね、あのもう早く早く儲けたい 

っていう人はそう思うかも知れませんが、それはいつ来るか 

わかんないです、でもそういうあの機会に恵まれるというね、 

そういうあのものです。 

 

まぁ要するにですね、あの自分のお金はこの強力な貯金箱を 

自分はゲットしたということになるので、もうあとは 

チャリンチャリンとお金が増えていく、それでたまに 

ボンッとそれがチャリン、あの貯金箱がパーンと大きくなる 

みたいなそういうイメージで持っていい、 

いていただければいいので、えぇまぁ何が変わるとか 

何が身につけられる、身に付くわけじゃないですね、 

身に付くわけじゃないです、何も身に付かないです。 

 

あの単に貯金箱を手に入れるっていうもうそれだけです。 

 

で、トレードとして身に付くものがあるとすれば、 

あの世の中の人がこうすごく困っててね。 

 

あの、うわぁーこれでもう自分のがなくなったーみたいな 

ニッチなものだったり、そのオーソドックスな取引の方法 

しかしていない人がもうあのまぁしばらく塩漬けにしようかな、 

みたいなことになってしまった時でも 

全然関係なく自分はあのチャリンチャリンというね 

状態が続けていられるということになるというね。 

 

全然人とは違う波長で生きれるようになるというのが 



まず１つですよね。 

 

で、その次には、あの世の中がね物凄く今度は上方向に加熱して 

いる時、だから今までの話をすると何か悪いことが起こった時も 

そうなんですけど、びっくりした時全部なんですよ。 

 

びっくりっていうのは悪い方向のびっくりもありますけど、 

いい方向のびっくりもあるんですよね。 

 

あのトランプが大統領になった後のえぇ１２月、１１月１２月の 

相場がそうなんですけど、びっくりした後ってびっくりした 

といってもババーッと上がりましたよね、そのババーッと 

上がった時にもまぁ儲けられたということを見ても分かるように 

びっくりするかどうかの話なので、これ上か下かだけの 

話じゃないんです。 

 

で、その時にこう皆が同じ歩調で同じこう船に乗って加熱して 

というようなところとはちょっと全然違う次元で自分はその中で 

あのこうなんていう、なんていうか京の世界の話ですから。 

 

まぁちょっとスポイトみたいなものでお金を吸い取るみたいな 

感じにしかならないと思うんですけれども、ただそれは個人から 

みるとまぁ結構なお金になるわけですよね。 

 

なんてったってこの世界はね、京の世界ですから、 

なので、なんですが、その世界から見ればちょっとスポイト 

ピッピッぐらいの感じなんですけど。 

 

少なくとも普通の人がえぇこうのってああでもないこうでもない 

とこうね、やってるのとはちょっと違う形であのお金のこう 

あのなんていうんですか、入ってくるやり方になりますので、 

それはそれでこう世の中全体をマーケット全体をね、 

達観して見ることも出来るようにもなってきますし。 

 

普通のそのトレードをやるということにおいても 

そのことがまた更にね、こういい刺激になっていくという 



こともあって、まぁ本当にあの両輪でね上手く進んで行く事が 

出来るんじゃないかなという風に思います。 

 

で、このスポイトがとか何とかとても抽象的なことを 

いっているようですが、多分この世の中ね、あの 

未来に向けてといいましたけれども、 

ちょっとずつこうやって変わっていってますよね。 

 

って消費って言っ例えば言った時にみんなこう人間というのは、 

あの目に見えるものを買いますという時代がありましたって 

これってこのマーケットにおいて、この株券を買います、 

トヨタの株を買います、値上がりを待ちます、 

きっと上がるだろうと思って買いますというのと同じで 

あの今日このね、素敵なドレスを買います、私はこれできっと 

あの綺麗に見えるに違いないと思って買うというね、 

そのものの消費とほとんどやってること変わらないんですよね。 

 

だけど、えぇこの２１世紀に入ってこの 

だんなんていうんでしょうね、社会の世界全体のこのもう状況 

というのはすごく変わってきてますよね。 

 

その中で消費も単にものを買いますというのではなくて、 

体験をするということ自体があの商売になっていく 

もしくはそれ自体が消費になっていくっていうふうに 

消費のスタイルというのが変わってきているのと同じようにですね。 

 

オーソドックスなその投資の仕方もこのＶガンマトレードで 

やっていくような手法をあのも要するに駆使することによって 

１歩、１歩先に進むというね、そういうあのことが出来る 

トレードなんですよね。 

 

なので、ものをあのね、トヨタの株を買います、 

アップルの株を買います、っていうそういうものではない世界、 

実際そういう世界がどんどん広がっている世界、 

今の地球の人間の社会、マーケット金融マーケット 

っていう中ではもうこれは必須のことだと思いますし 



それが一般の人でも簡単にアクセス出来るようにもなっています。 

 

やり方さえ知っていれば簡単に取り組めてそしてそのね 

あのボンッという貯金箱も手に入れる事が出来る訳ですから、 

えぇもうこれはやらない手はないなというふうに思います。 

 

さてえぇこのロジックについては、えぇ詳しいところで 

今回の動画も随分長くなりましたので次回詳しくお伝えして 

いきたいと思います。 

 

取引の市場、何をどういうふうにやっていくのか 

というところをね、最後お伝えしたいと思いますが。 

 

コメントを今回のねこの動画を見てくださっての感想等いっぱい 

入れて頂ければと思います。 

 

私もこうね、あのどうやったら伝わるかなと思いながら 

一生懸命話しているので何かね、言葉足らずだったりなんだか 

何言ってるんだかって思うような事があれば質問も含めて 

いろいろあの聞いて下さい、聞いて頂ければと思います。 

 

どんどんコメントもね、頂ければと思います。 

 

この気持ちをね、あの伝わ、このとにかく皆にこの世界を 

あの知って欲しいですしその世界の中に飛び込んで 

自分もあの同じようにその穏健をね、あの得られる人を 

１人でも増やしたいというふうにもう本当に思いますので 

そういったことも含めてあのまたねご意見等々いっぱい 

頂ければと思います。 

 

えぇトレードにすぐに役立つ特典についても 

コメントを頂いた方には、もうこの感謝の気持ちを込めて 

あのお送りしますので是非入れて頂ければと思います。 

 

今後もあのこのメールの読者様限定でこの動画の中で 

言えなかったようなこと、まぁなんとなくね 



やっぱりそうはいってもボヤッとしているようなね、 

ごまかさなきゃいけないような話もありますので 

えぇそういったこともあのお話をあのお伝え出来ると 

思いますので是非是非このまたね、あの登録をしていって下さい。 

 

で、ＬＩＮＥ＠に登録して頂いた方には更にこのメールよりも 

あの即時性と思って最新情報をお届けできると思いますので 

是非登録してみて下さい。 

 

それでは、えぇ今回もちょっと長くなってしまいましたが 

動画を見て頂きどうもありがとうございました。 

 

次の動画を楽しみにしていて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


