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皆さんこんにちは持田有紀子です。 

 

 

ここまでずっと動画をご覧いただきまして 

どうもありがとうございました。 

 

前回の動画ではこのＶガンマトレードを実際に使ってトレードを 

されている方々にあの動画でもね、登場していただきました。 

 

いかに皆さんこれを使ってえぇ儲かっているのかというのが 

わかっていただけたと思いますし、以外にね 

皆さんもうおわかりのように普通の人がよくわからないままに 

やってもそれなりにね大きく稼ぐことが出来たというのが私も 

あの心強かったなと思います。 

 

このＶガンマトレードが対象にしているのは、日経平均先 

日経平均株価それのオプション市場になります。 

 

でこのオプション市場というのは、 

えぇもうとにかく理論値で動く世界なのでまぁ無限大に 

あのなんというか広がっていく世界なんですよね。 

 

ですからまずこれはそのニッチなもので、えぇ市場が枯渇して 

ということもなくていま目の前に値段がついていく 

いないというようなことがあっても値段が動いてくると 

であるというかもそもそもあるその日経平均株価が 

動いてくるとそれに伴って需要が生まれて 

そこからまたあのマーケットが生まれてくるというような 

そういうものなのでまぁあの可能性という意味でのその 

限りない可能性を持っているということなんですよね。 

 

それがその儲かる時には青天井になって儲かっていく 

ということにも繋がっていきますし、その日経平均株価を動かす 

ものというのは森羅万象ね、この今世界で起こっていること全てが 

えぇマーケットとしてその中に追い込まれていくわけですから 

それが全部対象になるということをこれもわかって頂けたと思います。 



 

ですからマーケットに近いというよりも 

何かもっと自分のその皮膚感覚で生活の中でこうかなって 

思ったようなものをいかしながらやっていくことも出来る 

っていうこともねわかって頂けたんじゃないかなと思います。 

 

また相場でこう稼ぐということは、 

相場に詳しいとかね、あと単純にその知識があるということとは 

全く別のことだということもねわかって頂けたんじゃないかなと 

思います。 

 

これは本当に結構ね勘違いしやすいところで知識がある、 

自分はわかった知っているっていうことと、 

じゃあそれを実際に行動してそこでお金を取ることが 

出来るんですかとは全く別のものなんですよね。 

 

でもその知識があるっていうことだけであのわかった気に 

なってしまう人もすごく多くて、それであの行動しなければ 

当然お金にはなりません。 

 

逆に何も分からなくてもね素直な気持ちでやったことによって 

あぁやってねいい結果が生まれるという方もいっぱいいるわけで 

全く詳しいということとそれからお金儲けをするということは 

別問題なんですよね。 

 

でもこのＶガンマトレードというのは、目的はとにかく 

えぇトレードをやってマーケットからお金を取ってくる。 

 

しかも安全に限りなく損失はあのコントロールして 

リスクという分はコントロールして、でなるべく 

そういうふうにコントロールしながらも取れる時には大きく 

取るということも考えてというふうにそのリスクコントロールの 

面もたまにすごく儲かるということもそれから。 

 

あのね、貯金箱の強力な貯金箱って言いましたけど、 

チャリンチャリンとお金が入ってくると言うことも 



全部併せ持った形でえぇ提供している、 

これがＶガンマトレードになります。 

 

今回はこのＶガンマトレード塾の全貌を公開したいと思います。 

 

でこのロジックそれからこの塾での中身そのものですね 

を使いこなすことによって、えぇ皆さんはもう気が付いたら 

あの億万長者になるというね、その道をえ手に入れていること 

にもなるかも知れません。 

 

ではいよいよこのＶガンマトレード塾の全貌を公開致します。 

 

今回はですね、Ｖガンマトレードのロジックを使いこなす為の 

環境をご用意致しました。 

 

こちらです。 

 

えぇ塾を参加するとどういうものがあの得られるのかということ 

なんですが。 

 

まずこの１番目は、Ｖガンマトレードのロジックです。 

 

２番目が、Ｖガンマツール。 

 

３番目は、Ｖガンマトレード実践マニュアル。 

 

そして４番目、Ｖガンマトレード徹底解説マニュアル。 

 

リアルセミナーとこれはあの普通の会場セミナーですね、 

とデイリーコメントこれは毎日私がデイリーコメントを送ります。 

 

そして何と言ってもこの塾の最大の売りである徹底サポート 

というのも皆さんについていきます。 

 

はい、ではそれぞれのえぇ環境があのＶガンマトレードを 

使いこなして行く為の環境について説明していきたいと思います。 



 

まずはこのＶガンマトレードロジックですよね、 

これについてのまぁ全てがわかるようになります。 

 

でこのオプションというのは、 

とにかく値動きが軽いものなんですよね。 

 

で１０倍２０倍１００倍１０００倍というふうに 

言いましたけれども、これはあの特に１０倍２０倍なんて 

軽くなってしまうんですね、すごく値が軽いです。 

 

ですから、まぁあの百倍ぐらいであれば、あの 

皆さんもこのマーケットと付き合う事によって 

出会う機会というのはかなり確率としては大きいんですよね。 

 

もちろんその千倍というのはありますが、 

毎月千倍になるかってそれはないと思います。 

 

ですがそれもわかりません、すごくマーケットが物凄い勢いで 

ふれることが来た日にはそういう時も来るかもしれません。 

 

ですが現実にはまぁ毎月あるということは考えにくいですが 

それがいつ自分に訪れるかというのもわかりません。 

 

でも繰り返し訪れるであろうということは想像に難くないです。 

 

でそのぐらいとても値動きの軽ものなので 

それだけまぁ激しく儲かるチャンスもあるということですよね。 

 

１０倍２０倍って簡単に言いますが１年掛けてビットコイン 

ようやく２０倍になって、うぉすごいってみんなで言った 

ぐらいのことをまぁ簡単にその１か月の中で 

成し遂げられてしまうようなものなんですよね。 

 

ですからその儲かるチャンス自体はいっぱいあるし 

儲かる時もすごく儲かるというものですから、 



損失の部分というのはどういうふうにコントロール 

すればいいのかとかね、そういうことがすごく重要に 

なっています。 

 

しかもこれはこれまでにもずっとお伝えしてきているようにこの 

Ｖガンマトレードというのは損失額限定です。 

 

しかも最初からわかってます、もうそれ以上の損はしないというね。 

 

わからないところまで損失が膨らんでいくということが 

ないというトレードになります。 

 

ですからしかもこれとってもあの簡単に出来るように 

誰でも簡単に出来るようになっているというので 

そのロジックがわかれば、手を動かせばその 

ちゃ大きなねチャンスをいっぱい手に入れる事が 

皆さんがとっても出来るということです。 

 

世界ではこの日経平均株価を動かすいろいろな事が起こり 

ますよね。 

 

まぁ日本の中の政治の問題も当然あるでしょうし、 

日本というのは世界の中の１つの国でしかありませんから 

日本に対して影響を及ぼすようなことを。 

世界全体に対して影響を及ぼすようなことそういうことも 

全て全部がその日経平均株価の動きの中に反映されて 

いく事になります。 

 

ですからそういったもの全てがそれよって動いた時に 

自分のあのね貯金箱、強力な貯金箱の中にこうね、 

チャリンチャリンお金が放り込まれるというふうに 

考えた方がいいかなと思います。 

 

まぁそのチャリンチャリンがあの前も言いましたけど 

ガランガランバンバンバンって入ってくるのか、 

まぁちょっと穏やかでチャリンチャリンチャリンッって 



言うときもあるのかの違いだっていうことですよね。 

 

ただ１つ間違いなく言えることは、ものすごく激しく 

動いた時のそのあの値動きのあの急激にね、あの 

儲かるという時の急激度というまぁ半端ないし 

このていこのくらいあのアクセスは簡単であるにも関わらず、 

こんなにえぇそういうチャンスがあるマーケットというのは、 

そうそうはないです。 

 

ですからえぇなのに更に頭を悩ませなくても出来るという 

部分もありますので、まぁそういった事が 

このＶガンマトレードのロジックというのを知ることに 

よってあぁそういうことなんだっていうのがわかって 

くると思います。 

 

ただこれは分かればもうね、あのいいだけの話です。 

 

で、次にこのＶガンマツールです。 

 

これは利益とリスクをまぁ数値化してあってもっとも 

あの稼げるポイントをまぁ表示するという感じなんですが、 

稼げるポイントというかそうですね、あの 

それがどこだということがね分かる。 

 

あのう元々にある入れなきゃいけないものとか決まって 

いるわけですけれどもそれに対して出てくるまぁ答えが 

ありますとその返してきた答えに対してあとは自分が 

あの注文を入れていけばいいというだけになるので 

もしくはリスクコントロールをするときにそれを使って 

いけばいいというだけになるのでその為のこう大きな 

物差しをね自分が持ったような状態になるというふうに 

考えてください。 

 

で、これは本当に使い方は簡単であの皆さんに 

塾に入られた方にはえぇインターネット上誰でも 

アクセス出来ますよね、のところに数字を打ち込むだけの 



状態になっています。 

 

でその数字を打ち込みます、そうするとどの価格帯のものが 

いいのかな、どれをかえどれを手掛ければいいのかな 

ということを探すことが出来るんですよね。 

 

それがもう決定したらあとはそれをえぇツール通りに入れて 

いけばいいだけということになるので、 

要は注文だせばいいだけということです。 

 

タイミングのはかる必要すらないんですよね。 

 

あの値動きが激しいとは言え、オプションというのは 

動かないときには全然動きませんし動くときにすごく 

動いたりということがあります。 

 

でこうこうこんなこんなこういうことも当然ありますけれどね、 

でもあのタイミングをはかって自分がこういう時にやらなきゃ 

いけないというのがあるわけではなくて、 

どの時点で始めても全然いいんです。 

 

あくまでもその時その時の揺れを取りにいくので自分がまぁ 

好きな時好きなタイミングで始めた時からどの程度動くか 

ということの観点だけであのやっていくことが出来ます。 

 

ですからそういう意味ではタイミングも関係なく 

自分がやりたい時にツールを使ってそして注文を入れていく 

という形になりますから、まぁ本当にあのあくまでもその 

プロセスのね１つとしてあのツールとして使って貰えればいい 

というあの仕様になっています。 

 

次はえぇこのＶガンマトレード実践マニュアルなんですけれども、 

これがもう本当に何て素晴らしいという感じなんですが、 

届いたその日からまずそのまま使える、しかもあの 

ワンツースリーでやることだけしか書いてない。 

 



だからまぁそういう意味ではですね、 

あのロジックがわからなくてもこれだけをやってるだけでいい 

という人もいるんですよね。 

 

なのでえｘうぇ何も分からなくてもこの通りに手を動かせば 

あの実践体験というかあの実践動画の中で出てきた方々の 

ようにですね、同じ様なね利益を上げていく事が出来る 

ということになるんですよね。 

 

なのでものすごくまぁここまで安直にしていいのかっていう 

感じもしますし、多分他のあの知識だけを売りたい人とかね。 

 

あの商売だけを考えている人だと多分これをもっともっと膨らまして 

もっともっと分厚いものにして、もっともっと時間を掛けて 

っていうようなことであの労力を使わせるというか。 

 

そしてこちらが利益を得るというかそういうようなことを 

考える人いると思うんですが、このＶガンマトレード塾に 

関しては全くそういうことは考えていません。 

 

というのは、いち早く、なるべく早くこの塾に参加してくれた人が 

手を動かせばそのここまで完璧にこの出来上がったあのアプローチ 

をそのまま使うことが出来るという状態に持っていけるわけ 

ですから、そのことの方が早道ですよね。 

 

で、やってる内に逆にね追い追い分かってくることもあると 

思いますが、それよりも先にねどんどんそれでお金が 

儲けられるのであればそれに越したことはないとね。 

 

それにとって皆さんにとって近道であり、あのよりいい実践を 

やっ積んでいく為のあの何ていうのかな機転になるというね、 

あのやる気、特に最初の方がみんなやる気満々 

だったりするというのもありますけど。 

 

というのもあってえぇこのようにもうこれでもかというか 

こういうぐらい素晴らしくあの完結にまとまってます。 



 

ですからこれは何も考えなくても出来るというような 

まさにこういう感じですよね、もうあのポケットに１枚の紙を 

しまってなくてももう覚えてしまえば３日待って覚えてしまえば 

すぐに出来るっていうねそういう感じです。 

 

そしてＶガンマトレードの徹底理解マニュアルです。 

 

これはえぇ市場がどういう仕組みで成り立っているのかとか 

それからＶガンマトレードがどういうアプローチで作られたのか 

ということをゼロから百までまぁ解説していることになります。 

 

本来実際こういうものは必要ないと思いますがやっぱり 

わかんないと嫌よねっていう人もいると思うのであの 

もちろん解説の部分のところもあの理解をねあのすすめる為には 

もちろんあのこれを提供させて頂いてます。 

 

ですがこれは理解しないと出来ないではないんですよね。 

 

最初に言いましたけれども儲かるということと、 

それから分かるということは違ったりするんですよね。 

 

要するに理解したから分かるじゃないんですよね、 

だから理解しなくても儲ける事はできます。 

 

でそれでどんどんあの繰り返してやっていく中で 

本当にその本質ってこういうことだったんだということが 

逆に分かることもあるかと思うのであの皆さんには 

積極的にこのあの理解をすることよりもこの実践マニュアル 

もうすぐに覚えられると言いましたけれどもそれを使って 

どんどんやって貰うということを勧めています。 

 

そうやってやってきた結果がね、あの前回のビデオで 

お観せしたようなあの皆さんの声になってまぁ繋がっている 

ということです。 

 



そしてこれはですね、あの繰り返しになりますけれども 

ありそうでないんですよね。 

 

あのプロでもプロと呼ばれる人でも出来そうで出来ない 

なぜなら本当の意味でオプションというものを理解しないまま 

頭でっかちだけになってしまった人というのは実は 

沢山います。 

 

まぁ頭がいいんだから当然かもしれませんけど、 

でもそういう人にとってはひょとするとこのトレード塾に 

入った時に、えぇって思う方いるかも知れません。 

 

ですが、逆にだからこそあなたは知らないんですよ何も本質を 

ということを申し上げたいと思います。 

 

そしてやっていく中で自分が何の目的の為にこのトレードを 

するのかそこに思い至れば、トレードの本質もそして 

オプションの本質も初めてあのすべてそのご自分のものになる 

のではないかなと思います。 

 

他では多分そういうこうね頭でっかちな人が作ったものの方が 

多いので多分他ではこういった塾に巡り会えることは 

ないと思います。 

 

で頭でっかち同士の人がお話をするとどうなるのかって 

皆さん想像つくと思いますけど、どんどんドンドンこうやって 

難しい話に入ってどんどんドンドンどんどんドンドンこうね 

ニッチにニッチを重ねてそしてこういやもしくは、 

フロンティアにフロンティアを重ねてってこここういう 

感じになっていくんですよね。 

 

もうどんどんドンドンこうね、もうナイフの１番先を求めて 

みたいな、だけどナイフの１番先ってあのねみとげ尖れば尖るほど 

というかキリの先のようになるだけの話で穴は開けれるけど 

実際ものが切れないっていうふうなことになっちゃったり 

ってことになりますよね、それだけを使うとそれと同じ話で 



ありそうで実はないんです。 

 

なぜなら多分本当の意味でトレードというところから 

入っていった人というのが実は本当は少ないのかなと思うんですよね。 

 

確かに金融デリバティブ自体もここまで巨大なマーケットに 

なりましたけれども出てきたときは９０年まぁ８０年代 

からですけれども、アメリカで８０年代まぁ日本では９０年代 

ですが、ところから出てきていて最初は数式を使って 

えぇものをやっていくという世界の話だったので当然 

それをやっている手掛けている人というのは物理学者であったり 

まぁ宇宙物理学者でまぁそうですね物理学者であったり 

まぁ工学系でもかなり数学の得意な人であったりっていう人が 

多かったです。 

 

ですからそういう人達との間の会話の中で研ぎ澄まされていく 

ものっていうのは本当にその数学の世界を突き詰めていくような 

話と一緒でもしくは新たなえぇアインシュタインではないんです 

けれどそういうものを求めていくような世界に入っていくという 

まぁ研究的なところというのはどうしても強くなっちゃいますよね。 

 

なのでそっち方面だけのこうね情報だけがこういびつに 

大きくなってしまったのかなと思います。 

 

でそれが一般のところに流れる時にはそちらの方がやっぱり 

大きくなって流れるのでじゃあトレードとして使うには 

どうしたらいいのっていう視点が多分欠けてきたままここに 

きてしまったなというふうに思います。 

 

ですからありそうで知っていそうで知った気になっているだけで 

ないです。 

 

ですから是非ともこれはこの塾にはあの参加する価値が 

あの十分にどんな人にもあるかなと思います。 

 

要は経験者であれ上級者であれあるかなと思ってます。 



 

でこの徹底理解マニュアルなんですけれどもマニュアルとは 

言ってもですね、あの動画形式でえぇお届けしますので 

それをあの観て頂きながらとなりますから、あの実際にこうね 

テキストをめくって難しいあのなんか数字を見なきゃいけない 

とか全然そういう話ではないので、肩肘を張らずにかなり 

リラックスした状態でこうビール飲みながらでも 

あの観れるようなものになっています。 

 

それでもまぁ理解をすすむことが出来ると思いますので 

えぇそういった徹底理解マニュアルを動画形式でお届けします。 

 

そしてえぇＶガンマトレードではこの実践セミナーという形で 

あの会場セミナーをねあの催しています。 

 

東京と大阪それから可能であればもう１会場ぐらいで 

やりたいなと思います。 

 

でえぇまぁ東京大阪ですとね結構大きくあの沢山の方が 

いらっしゃるということもあってもう１つあるとあの 

実際に皆さんとね詳しくお話したりすることができる 

というのもあってできれば３つぐらいでやりたいなと思いますが、 

東京大阪では必ずあのセミナーやりますので 

えぇその時に詳しいお話もあのさせて頂きますし。 

 

短時間であの学べる、手が動かせるというね、あの 

何と言ってもやっぱりくるとそのやる気になるとか 

こう半信半疑だったものがなんかそれによって氷解する 

というようなこともあったりということがあって 

やっぱりこの実際ね人と触れ合うことを大切にしたいと 

思うのでえぇ毎回結構つかれはするんですけど頑張ってやってます。 

 

はい、そして毎日のデイリーコメントを送ります。 

 

これがやっぱり１番重要かなと思うんですよね、 

で朝まぁ毎朝８時から９時というふうに言ってますが、 



えぇ午前中の間には大体送るようにしています。 

 

１日に１回その前日までのねトレードの状況であったり 

それから何をやればいいのかどうすればいいのかということ 

であったりということもあの全部送っていくんですね。 

 

何よりやっぱり大切なのはあの実際に私がどういうトレードを 

しているのかということがまぁそれがわかっていくことに 

なりますのでそれを見ることによって、皆さんは、 

あっこのマーケットで今こうやって入ってこうなったんだなって 

いうことがこう順を追ってね時系列で分かっていくことが 

出来るんですよね。 

 

それによって自分もこういうふうにやっていけばいいんだな 

というイメージも掴んでいくことが出来ますし、 

またその皆さんとのやり取りの中で出てきた話なんかも 

その中に盛り込みつつまたえぇその時の相場の状況ですよね。 

 

マーケットの環境なんかもあの中に盛り込みつつ 

色々な角度からまぁ日々をお送りするものになりますので 

それを使ってまぁ皆さんはそれを自分の実践としてね 

落とし込んでいくあの大きなこう強い味方になりますので 

そのデイリーコメントを参考にしながらえぇ毎日あの 

それを学習というかトレードというかすすめていくという 

形になります。 

 

で次なんですが、まぁ何と言ってもこの塾のあの 

最大の特長は徹底サポートだと思います。 

 

徹底的に質問に答えますと言ってますが、 

本当に徹底的に答えるんですよね。 

 

であの結構ですねあの私が知っている限り 

こういう塾のようなものをまぁねあのネットでやっている塾の 

ようなものをこうやなさっている方達というのはですね。 

 



意外に売ってしまったらそのままであとはこう質問が来てもこう 

ごまかし方向のあの何というんでしょう答えしかしない 

というようなものもかなり多く見られます。 

 

で、知ってる範囲の話であんまりしていいのかどうか 

わかりませんが本当にそれをもう見越してねあの逆にね 

恫喝なんかしちゃったりしてというような人の話も 

聞いたことがありました。 

 

ですがあのそれはもう単純に売るほうが 

儲ける事だけしかまぁね考えていないからということに 

なると思うんですけれども、 

このＶガンマトレード塾というのは全く違います。 

 

何と言ってもとにかくこれは 

何で公開したかの話と同じなんですけど 

別に私はやらなくてもいいんですよ。 

 

だけどこれをやることによって救われる人がいっぱい 

出るだろうなと思うし、自信を持って取り組める人が 

いっぱい出るだろうなと思うしそれによって 

私のもうこう本当に微々たる力しかない私でも、 

幸せにねなれる人っていうのをどんどん見い出すことが 

出来るなというふうに思うとなんかもうそれだけで 

嬉しいのでそう思ってやってるまぁ塾でもあるんですよね。 

 

なのでこのあの徹底サポートというのはきたものに対して 

常にこう真摯にあの答えていくということを旨としています。 

 

ですからあのそれによってまぁこれまでやってこられた方 

なんかでも最初はねこう不良のようにというのはなんですけど 

ちょっとグレた子供のようにもしくはこう今までのね塾なんかで 

ずっとこう傷ついてきて入って入ってきていいですよ 

というふうに言いましたけれどもそういうふうにして 

入ってきた方っていうのはやっぱりちょっとこうね、 

あの心がグレたよってくるんですけどそれをね、 



ずーっとちゃんと真摯に答えている内にあぁやっぱり本当に 

これが本物なんだなそして自分も儲かる事が出来たなって 

いうふうにこうね変わっていくんですよね。 

 

またそれを見ていくのがえぇ私の中ではやっぱりすごくこう 

嬉しいことですしこの１人でもそういう人がこうね 

増えていくっていうことをまぁ感じたときに、 

あぁ何か本当に生きてて良かったなやってて良かったな 

ちょっと辛くてもあの叩かれても全然何か良かったなって 

こうね思えるね瞬間でもあるんですよね。 

 

なのでもうあの他にはないと言いましたけれども本当に 

この徹底サポートについてはこの塾に関しては 

えぇ誇れるところだと思います。 

 

まぁ因みに私だけではなくてですね事務局の人間もあの 

大変真面目で本当にあの真摯に答えてくれますし、あのね 

使い方何か分からなくても教えてくれるっていうようなね 

とってもあの優しい人ですのでどんどん頼って頂いて 

かまいません。 

 

でえぇＶガンマトレード塾は他の塾と何が違うのって 

まぁまさに今話したような話が１番ですよね。 

 

まずもってこういうことを教えている塾はないし 

こういう形であの熱意をもって、こう理想と熱意と情熱 

となんというかこう、もう何といったらいいんでしょうか。 

 

という人間達だけでまぁ結構実は少人数でやっている 

というのもあって実はすっごい大変なんですよ。 

 

あの人をにそれこそ大っきな塾とかだといっぱい人をね 

あのなんか実は配置してとか、あの私もよく言われるんですけど 

だったらねこのあのなに最近ほらロボットじゃないですけど 

そういう変身装置をねあの開発しませんかみたいな事を 

売り込んでくる人とかもいたりするんですけど、 



それだとやっぱり血が通わないしちゃんと全部のものを読んで 

そしてこの人何が言いたいのかなどういうことがあの 

やりたいのかな、やりたいのかわからないのかなとかね 

そういうことを想像しながら１つ１つあの丁寧に丁寧に 

返していってるんですね。 

 

だからそういうことがなかなかできる塾っていうのは 

あのこのたい本当に少ないなとは思います、少ないなというか 

ないと思います、ないです、ないと断言してもいいぐらいないです。 

 

もうそれだけ想いはこもってあのやってきてるもので 

えぇそういう意味では大分私もこう突かれながらやってるなと 

思いますけど突かれてもそれ以上にまぁ自分のこのね 

情熱があるからやってられるんですよね。 

 

それはもう自分が生き残る価値のある人間になりたいというかね、 

生き残るとしたらいきそれだけの価値のある人間に 

ならなきゃいけないっていうふうにやっぱり思ったところから 

始まってきたことなのでそういう意味ではあのそれが全てのね 

あのモチベーションになっていましたけどその情熱を 

込めてやっているところなので、えぇまぁ他にはないです。 

 

でもこれを１回してしまうとまぁ別に私の情熱と関係なく 

皆さんあの独り立ちしてあの私があのここにいてねって 

言わなくても勝手にこうね羽ばたいていってくれるので、 

それもそれで見ていて嬉しいかなというふうにも思っています。 

 

で後はですね、そうですね、プロも知らない、って本当に 

プロも知らないんですよ、あのわかってるつもりでも 

出来ない人がいっぱい。 

 

であの大概今の金融機関にとくに日本の金融機関に勤めている 

人っていうのは、まずあの専門職のようにやっていたとしても 

トレードとしてやっているという人は結構少なくなかったり 

もするのも事実なんですよね。 

 



それだけリスクを取らせて何かをさせるという文化には 

まぁ日本がないからということにももう１つありますし、 

あとはそもそも外資系のところでね、こうバーってすごい 

肩書きで書いてある人とか結構居るんですけど、 

外資系だからとかいうことがないんですね。 

 

まぁ要するにアメリカ系の米系のまぁ立派なあの会社に 

いましたという人がいても全然そんなことはないんですよね。 

 

で何でかっていうとそもそもその１番本質の部分というか 

あの肝になっている部分というのは本社の部分にあって、 

まぁせめて言えばロンドンぐらいにはありますけど、 

ニューヨーク、ロンドンにはあっても日本にはないんですよね。 

 

で結局日本に何があるのかといえば営業部隊があるだけです。 

 

で営業をする為の開発チームとしてまぁあのそうそれに近い 

ような人達はいますけれども本物のところを握ってる人って 

いうのがいないのが事実なんですよね。 

 

でこれはもうあのずっと続いてきていることなので 

まぁそういうところにあの勤めてたからといって 

そこに知識があったからと言ってイコールそれが 

トレーダーとしてどうなのかというトレードとしてどうなのか 

というのははまた別問題で。 

 

で大概の場合はまぁ営業的なところでえぇやっている、 

もしくはその管理的なところをやっているという人が 

ほとんどだということを考えるとまぁ要はプロだと言われて 

いるような人でも実際は知らない、知ってるけど自分では 

出来ないっていうことがほとんどなんですよね。 

 

なのでまぁえぇまぁその根っこの部分もおさえて 

本質もおさえてものとして作り込んだこの今となってはですね 

あのプロにも結局私が教えてあげているというね。 

 



本来である肩書きだけ見たらどう見てもそっちの方が 

２つ並べたら立派なのにたいな感じだと思うんですけど 

あの教えてあげています。 

 

そういう状態なのでありそうで全くない塾だと思います。 

 

でえぇもう１つはですね、とにかくあの本とかでねその知識 

を与えるということだけを目的にはしていないんですね。 

 

もちろん知識ってあった方がいいと思うんですよ。 

 

でも勉強するだけだったらいくらでも自分で本を買ってきて 

勉強すればいいと思うんです。 

 

で数式自分で全部書いてみてそれで解いてみてね考えて 

納得してやればいいと思うんです。 

 

でもそれは塾に入らなくてもあの自分で勉強すれば済む話 

ですよね。 

 

これってあの大学受験とかと一緒であの本当にあの大学 

ちゃんといい大学に通る人まぁ特に現役なんかで通る人って 

いうのは塾に行ってないですよね。 

 

まぁ私が塾に行かなかったのは 

ものぐさだったからかも知れませんけれども 

塾に行かなくても大学なんて通るんですよね。 

 

でそれで同じように何か小手先の技術であったり何か 

分かった気にさせるだけのものであるでは、返ってその 

通るものも通らなくなってしまったりする事っていうのが 

実際、なんていうパラドックスのであって、でそれと 

同じようなことがこういうあの投資の塾でも起こり得るんですよね。 

 

なのであの自分の中でわかった気になる 

要はあの塾にあの行くていうのは安心料であったり 



その分かった気になってあの大学受験とかの話ですよね。 

 

その知識を得るっていうのは結局そういう事なんですよね。 

 

だけど本質を捉えてないとどんなに知識があっても 

使いこなせないんですよ。 

 

だからこの塾でやりたいことというのは、 

知識ももちろんなんですけど知識以上に行動できる人。 

 

トレーダーとしてマーケットで儲ける事が出来る人 

そういう人を次々にね、生み出したいというふうに 

やってきていることなのでまぁあの知識を 

求めて入ってくる塾ではないです。 

 

ですから何かものすごい難しい数式を私に教えてね 

っていうことを期待して入ってくるのだったらちょっとね 

あの違うかなと思います。 

 

要は儲ける事をまぁ目指してやって欲しいということですよね。 

 

あのそれを目指してやっている塾なのでということです。 

 

でこのあのＶガンマトレードのロジックになっているのは 

教材というのは元々はですね、プロのあのヘッジファンドで 

使っているやり方をそのまま個人に出来るようにと思って 

あのやって作っているものなんですよね。 

 

なのであのこれをやることによってえぇまぁ 

皆さんは気が付いてないかも知れないし、 

多分気付かなくても全然良いことなんですけど。 

 

そのグレイドそのプロ中のプロがやってることを 

やっているということになるっていうことが１つ。 

 

そしてあのまぁ２倍とかね、あの１０倍とか１００倍 



とかっていうこともそのチャンスをあのものに 

していくことが出来るというねことにもあるんですね。 

 

でヘッジファンドってまぁとにかく儲けるだけではなくて 

ですね、なんといってもお金の使い方にうるさいのが 

ヘッジファンドなんですよね。 

 

で要するにヘッジファンドってなぜヘッジって言われる 

かというとなるべく損をしたくない、で儲けるときには 

いっぱい儲けたいというね、もう１番お金にうるさいのが 

ヘッジファンドなんです。 

 

ですからえぇそのなるべく損をしないように 

要するにヘッジもかけながらというかね。 

 

あの損をしないようにどうやったらリスクコントロールが 

出来るかというところもおいて且つそれが 

えぇ２倍、１０倍、１００倍という感じでどんどんね、 

まぁ場合によってはそのね千倍というようなことにも 

出会えるというような機会は与えるという形に 

落とし込んでいるので。 

 

まぁ皆さんはこれは本当にあの滅多にないチャンス、 

損出限定で出来るということ自体がまぁないですよね。 

 

普通はやっぱりどうしても損は出ます。 

 

まぁそれは覚悟の上で当然投資ですからやるんですけど、 

もう損出額がここまでって決めたらそこまででいい 

っていうようなそうなんていうんでしょう、 

ものっていうのは相当少ないですよね。 

 

あのないです、実際ないのでまぁそれをあの体感するのか 

体感しないのかわかりませんがそれもひとそれも感性の 

問題ではわかる人分からない人もいるんですが、 

実際はそのぐらいのものすごいことを実はね、 



簡単に手掛けられるすごい機会だということはあの 

是非とも私の中でせつにせつにあの伝えたいことの１つです。 

 

でこれはですね、初心者はもちろんですね、 

あの経験者もだから勉強になるって言いましたけれども 

とにかくあの今年だけしかダメとかね、 

あぁ今年あのまぁ今までこうね、去年なんかの２０１７年 

というのが思った以上に静かなね、相場だった時の方が 

長かったんですよね。 

 

なのでまぁその後だからそれが続くだろうっていうふうに 

思う人もいればそれがえぇ静かだったからこそ 

だんだんこのチャンスが増えていくんじゃないかも、 

私なんかそう思ってるんですけどだからまぁあのすぐにでもね。 

 

始めた方がいいですよというふうに思うんですけれども 

でもだからといってマーケットですからこのマーケット 

なくなりませんから絶対にもうとにかく進化することは 

あってもこのままの状態でなくならずにもっともっとこう 

あの進んでいくだけの話なんでよね、人類とともに。 

 

なのでそう考えるとなくならないので、これを１回この 

まぁ今回皆さんとあのお知り合いになったというか 

このチャンスで知り合ったことによって、 

まぁこれも１つの縁ですよね。 

 

その縁によって要するにあの皆さんも知りましたって 

言ってこれを自分のものに出来たらこれはずーっと 

使い続けられる方法なんですよ。 

 

ずーっとでそれは、えぇずっと使えるということは要は 

一生ものであることも事実ですし、今はまだ２１世紀の頭 

ですけれども当然２２世紀になっても同じようにこのロジック 

というのは使えていくと思います。 

 

もちろん私がね途中で生きてまぁ２２世紀よりもまだ 



更に生きるつもりは私なりには満々なのでえぇなんですけど、 

まぁ当然その過程の中でこれは変えなきゃいけないという 

ようなね、もうことがあるあれば当然あの変えていきますし 

そもそもこのやってきたものというのも。 

 

えぇその時その時で１番こうバージョンアップした 

ブラッシュアップした状態にして皆さんにお届けしている 

ものなんですね。 

 

なので今の状態からすでに百年後ね、あの使えるという状態で 

ずっと使ってあの使っていけるものになってますね。 

 

これは皆さん１回自分があの分かってしまえば要はやり方 

分かってしまって生きるようになればもうずっと使い続けられる 

というものになりますので是非是非是非この機会に自分のものに 

してもらえればなと思います。 

 

で、毎月やらなくてもねあのいいんですよね、まぁその 

忙しいなとかなんかこう気分が乗った時にやってみる 

というのでも構いませんとにかくやらないのがよくないですよね。 

 

チャンスが常に転がっているわけですから、ただチャンス 

っていうのは毎回毎回ね全部がチャンスになるかどうか 

わかりませんがでも自分のその普通の生活の中でも 

なーんかこれはちょっと怪しいんじゃないかなと思った 

ような時にその自分の感性をね生かしてやったほうが 

まぁ上手くねトレードってそのなんていうんです、第六感 

というか虫の知らせというか何かあるじゃないですか。 

 

何かそういうものを生かしてやっていくことすら出来る 

ものなので結構その自分が今まで持ってきているものの 

知識と要するに融合させてえぇ使っていくということも 

出来ますからすごくいいと思うんですよね。 

 

しかもこれはあの一般的に言うギャンブルじゃないんですよ。 

 



でそもそも投資をあのギャンブルのように捉えること自体が 

間違っているんですね。 

 

で金融デリバティブの世界であったりそれからあの 

まぁ金融マーケットの世界のことをいわゆるこうね 

学者と呼ばれるような人はまぁ今のその金融マーケットは 

カジノ化しているとか。 

 

まぁ資本主義自体がえぇもうねカジノ化された状態に 

なってるっていうようなことをまぁ軽く言う人が 

いるんですけれども。 

 

はっきり言ってこのまずその資本主義がもつもしくは 

資本主義という名前が出る前からもっているその 

マーケットというものは人間の社会が出来た時から 

あるそのマーケットというものがもっている性質、本質 

というのは変わらないんですよね。 

 

ですからどんな時代であってもあのバブルは起きるし 

破裂するしということうぃ繰り返してきてそれがどんどん 

目に見えるようになって来ただけの話なんですね。 

 

でそれをさしてカジノ化しているというのは間違いで 

ましてこれはあのギャンブルでもないし 

そもそも投資はギャンブルじゃないんですよ。 

 

ギャンブルだと思ってやるから間違うということ 

なんですよね、でまぁギャンブルと言った方がこうね 

なんというんでしょうか、うーん、 

なんとなくこうキャッチーな感じがしたりするしっていうのも 

あるんです、言葉の強烈性強烈だからということですよね。 

 

でそういう言葉を使って言いますけど本当思うのは最近 

そういう言葉のあの遊びというか強烈な言葉だけを使って 

そしてなんかこうめくらますというかね。 

 



そういう方向になってきているので余計に思います。 

 

ですからあの投資というのはギャンブルではないですし、 

真剣に要するに正しいアプローチで正しいところに 

ちゃんとアクセスすればお金が残っていくというもの 

なんですよね。 

 

でそれを利用して人類というのは発展もしてきて 

そしてここまでのまぁ社会を作ってきたというところでも 

あってこれがなくてえぇ人類社会というのは 

成り立たないというその表裏一体の関係でもあるわけですよね。 

 

ですから簡単にねそういうことを言って欲しくないなと 

いうふうにも思います。 

 

でもう１つあるのはこう皆さんこうね、なんだろうな 

あの情報がねこれだけ発達してくるとやっぱりその 

わかった気になる、知った気になるというのもあって 

こう１億総評論家じゃないんですけどいくらでもその材料だけ 

評論している人だけでオウム返しにいうことも出来るし 

もしくはあるだけの材料をちゃちゃっと集めて 

なんとなく評論するということも出来ますよね。 

 

でもそういう評論している人ってすごく多いんですが 

多分ねあの考えてみればわかることなんですけれども 

自分はその評論家に本来なっちゃいけないんですよね。 

 

行動する人にならなきゃいけないんですだけど例えば 

自分はそう思いながらもう実はそういうとこへ陥って 

いるということがあると思うんですけど。 

 

例えばねあのまたちょっと歴史の話をしますけど 

ちょうどねギリシャ人の物語読んだ後でまぁねお風呂の中で 

ウルウルとあのアレクサンダルのことを想って泣いた 

泣いてちょっとね涙を流した私としてはだと思わず出ちゃう 

話なんですけど。 



 

ガウガメラの戦いというのがありましたよね、 

でアレキサンダー大王とペルシャのあのあの王様ですよね。 

 

えぇが戦ったでそしてまぁペルシャ帝国はそれでまぁ滅びた 

という話なわけでして、そもそもあのギリシャのそのマケドニア 

という国はいわゆる我々が教科書で知っているこうねギリシャ 

文化の中ではあの１番最後の国で。 

 

でもう昔はそのギリシャのあのオリンピアの競技にもね 

オリンピック今皆盛んですけどあの元になったオリンピックの 

大会すら同じギリシャ民族なのに呼んで貰えないぐらい 

こう要は端っこのしょうもない人達だと思われていた。 

 

要するにあのなんというんですかね、 

田舎者と思われてたところなんですよね。 

 

でも結局その国から出て来たえぇアレクサンダーが結局最後に 

ギリシャ帝国ギリシャという国を国というか地域ですよね、 

その文化をこっちのえぇ要はインドの近くまで全部広めた。 

 

まぁ結果的にそれが日本にも影響を及ぼして 

あのガンダーラ技術であり、その法隆寺にある仏像であり 

というところに繋がってくるわけですけど。 

 

ものすごい要するに影響を及ぼしたわけですよね、 

でそれだけを聞くともう私のその高校の頃の話になりますが。 

 

もうねあのアレキサンダーのあの写真て写真ていうかあの 

モザイク画なんかを見て若くてこんなんで世界帝国作って 

かっこいいって思ったところがまぁはじめになるわけですけど。 

 

考えてみればですよ私自身がアレキサンダーじゃなかった 

わけですよ、でその負けちゃったペルシャの王様って 

何かあるとちょっと逃げちゃったりしてで部下に任せたりして 

なんか格好悪いなと思うんですけど、意外に普通の人は 



みんなそっちの方に近いことをやっているんですよね。 

 

で最後のそのガウガメラの戦いっていうのも、 

ペルシャの王様お金いっぱいあるので 

もうその当時の最新兵器をそろえて戦うわけです。 

 

ですから普通の人が考えたら人数もそっちの方が多い 

そして超最新兵器をそろえてででそこにバーンとこう自分が 

あらわれるわけですから当然自分が勝つと思っている、 

でも負けちゃうっていう話なんですよね。 

 

じゃあその時に我々は最後それが彼が負けたというのを 

知っているから、アレキサンダーが凄いと思うけど 

じゃあ自分がその時の役割でねどっちだったか、 

どの役者を自分が近いのかその本質が近いのかといったら 

ほとんどの人は自分の今ある現状の中でものを考え 

そしてまぁお金がある限りのあのなんていうんですか、 

最新兵器をそろえ、そしたら勝てると思ってしまうっていうこと。 

 

これは多分今の人にも全く同じことをやっていると 

思うんですよね、それと同じようにこのトレードにおいても 

全く同じでこのペルシャの王様、 

滅ぼされてしまったペルシャ帝国の王様になるのではなくて。 

 

アレキサンダーにならなきゃいけないわけですよ、 

でこのあの英語ではアレキサンダー・ザ・グレイトって 

言うじゃないですか、要はこのグレートになれるというねことは 

このトレードの世界では正しいアプローチで正しいことさえ 

すれば誰でもなれるんですよね。 

 

なのでそんな大帝国を作ることまでしなくてもあの 

なれるということを考えると凄くいい世界ですよね。 

 

ですからこのマーケットと共にこう生きるということが 

出来るっていうのは凄くあのいいことだと本当に私は 

思っていて、でたまたまこれは自分にとってそのマーケットと 



付き合うという人生になったことには本当に感謝しています。 

 

それ以外にはもういっぱい不幸なことありますけど、 

それがあるがお陰でこんなにねあの笑っていられるというか 

こんなに能天気でいられるのかなというところもありますし、 

皆さんにもこのね幸せという部分をわけてあげたいな 

と思っています。 

 

でえぇ参加して欲しい人がどういう人ですかですよね、はい 

えぇまず他の塾で損を出してしまった人です。 

 

でまあね結構ね話を聞いていると本当にね大きく 

やられてしまう人っていうのが多くて、いやこんなに 

やられちゃうのっていうのを平気でやっている人っていうのも 

多いんですよね。 

 

結構皆さんお金持ちな方多いんだなと思いますけど 

お金持ちだからこそ気が大きくなるし、お金失ってもあんまり 

気にならないしっていうところです失っちゃうのかも 

知れませんが無駄ですから、それは辞めましょうということです。 

 

であの正しいアプローチ正しいマーケットにアクセスして 

それお金をねしっかりと残しておけばおおいを下さいという 

ことです。 

 

ここでちゃんとそのね強力な貯金箱を手に入れて下さいという 

ふうに本当に思っています。 

 

でマーケットを自分の相棒にしたいと思っている人です 

これはそれはまさに今の私のような人ってことですよね。 

 

でマーケットの世界というのは１度ちゃんと本当の事を 

本質さえ押させてしまえば一生付き合えます。 

 

しかも苦なく笑って楽しくずっとあの苦なく楽にずーっと 

あの良い関係でね付き合えるこう伴侶ですよね、になっていく 



というものなのでそういうふうな状態になりたいと 

思っている人は是非是非参加して欲しいと思います、 

私と同じような感じになると思います。 

 

あとまぁそれにあの相場というか投資自体が怖いと思っている人 

にも参加して貰って大丈夫かなと思うんですよね。 

 

というのは何しろ損出が限定です、 

で損出する金額というのを自分で決めることが出来ます。 

 

ですからあの普通そう怖がりな人で投資なり何なりを 

やって失敗する人というのはやっぱりこうね、 

怖いが為に何か損切りが出来なくてとかあの臆病になって 

そのことが結果的に損を大きな損失を招くということに 

なるんですけれどもそれがないわけですよね。 

 

だからあっさりさっぱりあのやっていくことが出来ます。 

 

ですからこうそういうことで思い悩むということがないので 

まぁそのそういった意味のこうなん苦労からもね、 

凄く解放されます。 

 

で１つには後はこのねギャンブルじゃないよっていうふうに 

言いましたけれども、 

まぁ大概ねこうキャッチーなもので売ってるもう１日５分 

３クリックで百万円これ永遠に続きます、みたいなね。 

 

そういう感じのものだけでずっとやっていくというね、 

そういう要はこの負けることとか勝つのが当たり前とか 

あの負けることなんて絶対ありませんみたいなね。 

 

そういうものを標榜しているようなものに騙されちゃった人 

ですよね。 

 

そんなことありませんからそんなことよりも 

どれだけリスクをコントロールして、 



本来マーケットというのはすごく不条理な世界なんですよ。 

 

でその不条理な世界であったり凄く厳しい世界であったり 

なんですけれどもそういうものの中からどうやってお金を 

とってくるのかということが出来る人というのがまさに 

賢人であり賢明な人なんですよね。 

 

これはこの塾というのは、ワーっとやってこうね、 

ワーって騒いで楽しかったねーっていうカーニバルに参加したい 

っていうカーニバルをの場を提供している訳じゃないんです。 

 

あくまでもマーケットから真剣にお金をとってくるという為の 

人の塾ですからそういう人に是非入って欲しいです。 

 

で途中で投げ出さない人ですよね、これはもう途中で 

投げ出されてしまうとこと元も子もないです。 

 

私は一生懸命これだけこう情熱を注いでもう熱意を注いで 

もうパッションの限りを尽くしてやっているにも関わらずですよ。 

 

あのなーんかちょっと途中で投げ出されちゃったりすると 

まぁ自分に向かなかったなって言ってやめるのは仕方ないです。 

 

なっても酷使して辞めるというよりも何て言うんですかね 

こうちょっとやってみてまぁどちらかというとまぁさっきのその 

カーニバル方と同じなんですけど。 

 

お祭りやってる楽しそうだって入りました、 

あれ何かうちわが違うぞぐらいで辞めちゃう人って感じですかね。 

 

だからそれはねあのやろうとしてることがそんなことをね 

こう楽しくさせてあぁ皆楽しかったからよかったねということを 

目指してないだけに私自身が結構ガッカリしちゃうんですよね。 

 

なのでそういう人には入って欲しくないなというふうに思います。 

 



あとはあのまぁ向いている人というかあの拘りのない人の方が 

上手くあの上手くこうね進みが早いかなと思います。 

 

今までの自分のやり方とか今までこうのものに凄いやっぱり 

拘ってしまう人っていうのはその何と言うんでしょうか、 

歩みがやっぱりどうしても遅くなっちゃいますよね。 

 

それまでに過去に拘るということですから、 

で過去に拘る人っていうのはあのさっきのね、 

ペルシャの王様と一緒で。 

 

えぇ今までの延長線上だけで考えているとなかなか 

その歩みというのが遅くなってしまうので。 

 

そういうことを一切捨ててこう素のままのこう赤ちゃんの 

気持ちであっそうね、あっそうねと思ってやってくれる人の方が 

あのとっとととっとというか歩みは早いのでそういう人が 

入った方がよりあのえぇ進みは早いと思いますし。 

 

進ませようと思ったら自分の拘りは１回バサッと切って 

ゼロベースに立って始めるという気持ちでね、入ってきて 

欲しいなと思います。 

 

でなぜこの塾を開設することにしたのかなんですが、 

まぁとにかくあの１つには、わかってる気になっている人が凄く 

多いということ。 

 

それからどうやって何か凄くいい市場らしい、 

あのいいものらしいあのオプションというね、ものを使っていく 

というのはどうやらとても儲かるものらしいっていうものが 

わかっあっは知ってます、だけどどうやったらいいか 

分からないという人が凄く多いんですよね。 

 

で実際出回っている情報というのはその中でも端っこの情報 

だったり、実際普通の人がやろうとしたら出来ないかったり 

というものが凄く多くて、でそれに翻弄されてこう 



結果的にひどい損害を受けてしまうっていう人が出てきたり 

というのもまぁ実際にも知っているので、 

なんとかねそういうところもなくしたい。 

 

まぁどんなところに真っ当にこうねなるべく多くの人を 

連れて行きたいというのがあって、まぁ開催したということです。 

 

あのこのＶガンマトレードのね今やった方がいい理由なんですが、 

マーケットは逃げません。 

 

ですからあのこの方法を知っていれば未来永劫 

続けば続けられますよというたとと同じように 

いつ始めても始める事が出来ますから。 

 

あのいつやったっていいんですよ、だけどこの方法というのは 

これを知ることによってガラッとねこう人生を変える、 

一変させるこう可能性を持ってるんですよね。 

 

まず１つにはとにかくこのね十万円っが、あっ百万円 

まぁ十倍になるってことは、 

十万円が百万円になったってことですし、 

えぇ２０倍になったということは、十万円が２百万円に 

なったということですけどそれが 

まぁ結構あったりするんですよね。 

 

で普通はそれだけ儲かるものだと反対に９０万円の損も抱えて 

ますよっていう感じなんですがそれが何しろ損失限定なので 

もう損しても十万円とかで終わってしまうということなんですよね。 

 

ということはこういうものってありそうで本当にないんです。 

 

そういうものを知るということはまずそのお金の面でもね、 

すごく自分のあの人生が大きく変わる可能性を大いに秘めている 

ということが１つですし。 

 

もう１つはこれによってそのもう１つの違うその知識であったり 



世界観であったりというものを大きく変えていって 

それがまた次の未来に繋がっていくということにも大きく 

繋がっていくものなのでなるべく早くいつあのトレード 

としてはね、いつ始めても構いませんがこういうものがあると 

いうことを知るということは少しでも早い方がいいのかなと 

いうことは思うんですよね。 

 

なので今始めた方がいい理由というのはまぁお金だけの 

ことではなくてまずとにかく知っておこうよって始められる時 

がきたらすぐにでも始められるようにしとこうよっていうのが 

えぇ私からのもう本当にあのメッセージですよね。 

 

え特にまぁ今年はチャンスとして考えた時にあの今までこの 

１年間というのが必要以上にというかもう歴史的にも最低を 

更新してしまうくらい凄く環境が悪いときだったんですよね。 

 

でその後ようやく抜け出してきたところです、 

あのマーケットの状況から言うと、ということはこれから先は 

結構ねそのチャンスというのが増えていく可能性というのも 

ありますからそういう増えていく過程の中でやった方が 

まぁ面白い訳じゃないです。 

 

面白いだけじゃもう面白いを目指しちゃいけませんよと言いましたが、 

そっちの方がやっててこうね、やる気になる気持ちも 

ちょっとは増えるかなということを考えると 

あの今年２０１８年というのはまぁあの悪い、始めるに当たって 

悪いタイミングではないのかも知れないなというふうにまぁ 

あのマーケット的には思います。 

 

そしてまぁ何しろですね、これまで言ってきたように 

この不安定要素自体は今一瞬とっても株価も高いですし、 

えぇねぇ経済も世界各地でこう好調だということになっていて 

何か一見こう安定しているように見えているんですが。 

 

その一方で起こっていることを考えると不安定な要素というのが、 

ものすごく沢山増えてきてるんですよね。 



 

でアメリカの中でも見て分かるように株価は高い、 

だけど社会の中に抱えているその問題の中でこう出てくるね 

ニュース皆さんも見ている物ってあると思うんですけれども。 

 

かなり深刻なんですよね、 

昔よりもその深刻度合いが酷くなってます。 

 

でその深刻度合いが酷くなっているというのは日本の中に 

おいても全く一緒ですよねということはこの不安定な要素が 

こうちりばめられていく蓄積されていくという中のものが 

このマーケットをこう揺らがしていく 

揺るがしてしくということになっていく揺れを要するにあの 

生む元になるんですよね。 

 

なのでこれがどんどんあのこれは今の状況では処方箋が 

ない状態で進んでます。 

 

要は未知の世界をみんなこうねあの進むような状況に 

なっているというのも事実なんですよね。 

 

で今の日本のあの状況見て分かると思いますけれども 

今までの従来のやり方でなるべく今目先に居る人の傷が少ない 

ようにやろうとしてますよね。 

 

まぁ日本ってそういう国なのかも知れませんが 

アメリカもそうです。 

 

あの口先のあのなるべくそのドラスティックに改革をするというよりは、 

今の不満の人達をえぇ捉えて出て来た捉え、 

まぁずーっと無視されていた人たちですよね、 

を捉えて出てきたのはトランプ大統領だったとしてもですよ。 

 

結局これは大きな歴史の流れの中からいけば、 

こう１つに振り子が触れたところのもう１つ振り子が 

戻る１つの過程でしかないんですよね。 



 

でこういうことがずーっとこの先も連続して多分起こって 

行くだろうなというふうに思われるんです。 

 

それが何かというのはわかりませんあのそれをね、 

正確に当てていくという話ではないんですよ。 

 

ただ起こるであろうことだけは間違いないんですよね。 

 

だからこそ早くしてた方がいいし今すぐにでも始めて欲しいな 

というのがまぁ私のあのオススメというか願いではあります。 

 

はい、でこれが最後のまぁメッセージになりますけれども 

まずえぇ投資の目的というのはお金儲けです。 

 

このお金儲けというのはえぇ単に１回だけね、バーンと儲かれば 

いいというだけの話ではなくて継続的に稼いでいかなければ 

いけませんし。 

 

ちゃんとね、そのあの儲からなかった時まぁ単に儲からなかった 

だけならいいんですけど、その損失が出るということも 

抱えてやっているわけですからその損失のそのマイナス方向に 

対してのそのねコントロールもちゃんとやりながら 

やっていくというのが、何よりも大切なんですよね。 

 

でこれはスポーツ観戦とは違います、でマーケットの世界 

というのは結構本当はシビアなものなんですよね。 

 

でこれよくあの私お相撲の話をしますけれども、私があのね 

白鴎とかもうああいう横綱に立ち向かっていっても絶対 

勝てないじゃないですか。 

 

だから普通の人は立ち向かって行きませんよね、 

子供相撲だって私負けちゃうと思うんですよ、今の状態だったら。 

 

なのでえぇ何ですけれどもそんなのはわかってますよね。 



 

ところがマーケットの世界というのはそこそこに情報もあるし 

当然アクセスもあのすぐに出来るようにもなりましたし、 

ね、あのやりましょうとね情報をいっぱいくるのででまぁ 

国もね投資について勧めたりということもあって。 

 

あのみんな安直に始めてしまうんですけれども実は 

物凄くプロの世界でありシビアな世界なんですよね。 

 

ですからこうしたその本質の部分であったり正しいアプローチ 

正しいものに正しいあの構えでね臨んでいくということがない 

限りダメなんです。 

 

単にあのこれスポーツそうですね、サッカーとかでも今年ね 

ワールドカップありますけどサッカー選手は見ることは出来ても 

自分がサッカー選手になるのって簡単な話ではないですよね。 

 

それと全く同じでマーケットに対していく投資をしていくって 

いうこともシビアなものなんですよね。 

 

でもこのえぇマーケットというのは誰に対しても開かれた 

要はハードルが低くく思えるというのはそれだけ誰しもが 

恩恵を受けている世界でもあるということなんですよね。 

 

というかうけまぁそうなんです、誰でも恩恵を受ける資格もあるし 

恩恵を実際にも受けているというそういうものでもあるんですね。 

 

だとしたら、それに対して皆にこの平等に開かれているもの 

ですということはそこに直接自分がアプローチして、そして 

自分で十分にあのお金を儲けていくこと、 

そしてねぇ人によってはとにかく絶対億万長者になってやるぞ 

という人もいると思いますが、そういう夢すらもね、 

叶えてくれるものであることも全く事実なんですね。 

 

ですからそういうことをか真剣に考えていれ人であれば 

あるほどこのえぇＶガンマトレードというものを 



使って取り組んで欲しいなと思います。 

 

それが１番の近道ですし、１番の成功法ですし、 

１番まぁ近道だということです。 

 

近道というのが成功法であるかどうかはまぁはっきり言えば 

あのお金ね儲かってしまえば関係ないのでまぁ近道だということを 

あの申し上げたいと思います。 

 

でこれはその為にはあの知識をね知るということではなくて 

自分がね動いていくということがやっぱり重要で 

まぁ動かなければ現状は変わらないまぁ要は、 

へぇそんなのあるんだって終わってちゃダメってことですよね。 

 

要はまずえぇそれじゃあ自分でやってみようかなと思ってやってみる 

やってみたら、あぁそうかと思う、であぁそうかの次には 

あぁなるほどというね更に腹に落ちてくるものがある。 

 

そして更にその次にもっと違うあのアナザーワールドというかね、 

あぁもう１つの次の次元の話がね、また開けてくるというふうに 

こうどんどんね繋がっていく物凄く重要なここの 

ターニングポイントとか凄いキーポイントなんですよね、これがね。 

 

でこれをやるかやらないかによってこう人間のその生きる 

最後のね生き方というのが凄くあの変わってもくると思います。 

 

でこれは本当にあのお金を儲けるということマーケットから 

お金を儲けるということを誰にでも出来るようにとして出来てきた 

物がこのＶガンマトレード塾になりますが結局ここはね、 

突き詰めるところマーケットというものを取り組めば 

取り組むほど、またそういうものにまともなもので近づけば 

近づくほど結局は今の世界で起きていることが 

あぁこういうことなのかとわかることというのがいっぱい出てくる。 

 

もしくは次にちょっと先にね、ひょっとするとこんなことが 

あるかも知れないというようなそのものというのが 



人よりも見えやすくなるかも知れないっていうねそういう 

効用もどんどん生まれてくるんですよね。 

 

でＶガンマトレード自体がとにかくその人間社会の反対側に 

ある要は反対側で全てを支えているその金融マーケット 

というものをその本質の部分を捉えて作ったものだからこそ 

それがまぁあの皆さんにとっても達成できるものに 

なってくるんですよね。 

 

このトレードをまぁ知ることによってですね、 

まぁトレードスタイル自体まぁトレードをねやってらっしゃった 

方であればトレードスタイルがまぁ変わるということを 

あのということをも重要なんですけれども。 

 

まぁ今までやってきたことが何だったのかなっていうことに 

１歩ねふっとこうあの階段を今までの経験者の方であれば 

１つこう今のここで生活しいているところは違う世界ね 

そうソクラテスの話じゃありませんけど、こうだと思ってたものが 

実はこっちだったっていうね、その世界をあのリアルな本当のね 

ことを知るとね心理を知るというかねそういう世界にいって 

そして更にその先にあの発展していくというか。 

 

あの広がっていくというか、えぇこう輝く本当のね 

究極の世界というかということに繋がっていくということを 

得られるいい機会になるかなと思います。 

 

まぁ特にですね、まぁどっちにしてもまぁその人生を自分でね 

マネージしていける人になるということはこれだけ今歴史の 

要するにこう地殻変動とともにこう組み替えがね、 

どんどんこういろんな我々が知っていたこの１９世紀から 

始まるこう近代というね。 

 

流れの中で自分きっとこういうところで生きてるなと思うところ 

から違うところに移行しようとしている中で自分が今までとは 

違う中で生きていく為には自分が自分で要するに人生をこう 

独り立ちしてマネージ出来るようにならなきゃいけないし。 



 

結局それがそういう変わっていく時代の中不安定なものが多く 

不確実性がどんどん強まっていく時代の中でもそれでも 

えぇ人間というのは、生きる時代というか生まれ落ちる時代を 

選ぶことは出来ないですよね。 

 

あっちの時代に生まれてればなぁということはいっぱい 

あるかも知れませんが選べないままここにいるということは 

この現状を受け入れてそして自分の人生やっぱりマネージ 

していくしかもうやりようがないですよね。 

 

その為にはこのＶガンマトレードはとっても必要な且つ 

えぇもう強力な重要な武器にもなると思いますしイコールね、 

これがもう幸せなね人生を全うしていくことになるかなと 

いうふうに思います。 

 

なにしろですね、まぁ幸せな人生といった時にはねもちろん 

お金だけではないので、ねぇ私にじゃあこのＶガンマトレードを 

使って彼女を見つけてとか彼氏見つけてとか言われると 

うーん流石にちょっとそれは無理私に紹介してって言う感じに 

なっちゃうと思いますが、どちらにしてもこのお金の不幸 

ということについてはあのなくなると思いますので。 

 

それによってそのまずあのそこから解放される 

そしてえぇ自分の人生そして、個としての強さを持つ人生を 

マネージするというね。 

 

あの状況にね持っていくことが出来ることはまぁ間違いないです。 

 

 

では塾でお待ちしております。 

 

 

これまでずっと長く長い間動画を見て頂き本当に 

ありがとうございました。 


