
鏡の中の自分の姿を見てください。

いつの間にか、こんなに時間が過ぎたんです。

これからの人生が、今までの延長で良いのか。

「変えれるものなら変えたい。」

「どうしたら変えられるのか。」

心の底から笑えてない。

モヤモヤして、でも、どうにも出来ない感覚がある。

心の中が、常にすっきりできたら、

毎日が充実するんだろうな。

そんな風に成りたい、気持ちいい人生を作りたい。

変えたい。変えたい。変えたい・・・。

一撃で人生を変えてやる！

私が昔持っていたこの感覚を、

私の講座を受講した多くの人が抱えていました。

細かい部分は違っていても、

同じように感じている人って多いんだなと、

たくさんの人との繋がりから知ることが出来ました。

だから、私はまだまだ導いていきたい。

私と同じように、今も尚、感じているあなたを。



こちらから音声をお聞きください⇒音声ダウウンロード

人生を変えるのは、情熱と信念。

簡単に言えばこうです。

「そんなの分かってる。」

「精神論的で、面白くない。」

しかし、これを具体化すると、

心の中で葛藤が起こってしまうのではないでしょうか。

なぜなら、改めて具体的に言われると、

ほとんどの人が出来ていないことが多いからです。

逆に、出来ていれば既に、今と違う人生を歩んでいるはず。

ですが、敢えて言います。

まずは、情熱です。

目標を達成するためにどれだけのことが出来るか。

どういうことかと言うと、

どれだけ学びと実践に時間とお金を費やせるのか。

仕事、家族との時間、休息。

どれかを削って実践しないといけません。

その部分を考えながら実践していかなければ、

気付けば、月単位、年単位の時間が経過しまず。

結果として、ほとんど成長できなかったということになります。



どれだけの自己投資ができるのか。

もちろん、無暗やたらにお金をかけるわけではありません。

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

ここぞ！というときに、どれだけの資金と時間と労力を、

将来のために投資できるのかということです。

短時間に集中すればするほど、

短期的には、投資するものは大きくなりますが、

長期的目線で見れば、短期集中したほうが、

多くのメリットがあります。

例えば、お金もそうです。

短期的に資金をかけて学び、

早く結果が出せれば、その後も稼ぎながら学べる。

次に労力、結果が出せるようになれば、

それが、生活の中で当たり前になる。

稼げないときほど、必死にならなくても利益を獲得できる。

時間については、

稼げるようになることで、

時間を作ることが出来る。

恐らく、今よりずっと

自分で時間を管理できるようになります。



ただ、ここで考えてほしいことがあります。

学びたいけど、自己投資は出来ないという方。

その方は、腹をくくって、自身で道を切り開いたほうがいいです。

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

このような情報を見ることで、

心が揺らいでしまうのは、そういう人にとって、

信念を揺らがせ、無駄な時間を過ごさせます。

私も、これを読んでいるすべての人に、

今回の講座に参加してほしいわけではありません。

「人のチカラを借りてでも、必ず成功したい」

という信念を持った方だけに参加してほしいんです。

私自身も、過去にそういった信念を持ち、

多くを学び、１０年以上の時間をかけて今に至るわけです。

ですから、同じように信念を持つ方には、

是非とも、この講座を受けていただき、

一気に急成長してほしいんです。

もちろん、これから始める講座が、

１０年以上続いていくわけではありません。

私が考え、集約させたものを簡潔に、

あっさりと習得していただきます。

ただし、覚えておいてください。



それは、信念です。

決して諦めない、多少のことで揺らがない精神を、

これからでもいいので、身につけていってください。

ここで学んで、技術を習得しても、

人生は長いんです。

良いときもあれば、良くない時もきっとあります。

良くないことがあっても、一時的なものに惑わされずに、

諦めてしまわないようにしましょう。

勝つまでやめなければ負けではありません。

世の中のすべての人を勝ち組に導けるわけではありませんが、

ここに来てくれた、数百名くらいなら、

きっと、ゴールまで、あるいは、それに近いところまで、

導くことが出来ると私は思っています。

前回のスーパースイング講座をきっかけに、

簡単に利益を出せるようになった方も、たくさんいます。

正直なところ、あまり連絡をいただけない人は、

どうなっているのかは分かりません。

ですので、私は、講座の中でいつもお伝えしています。

「必ず、質問や報告をしてください」と。

毎回、質問フォームなどを用意しているんです。

それは、飾りでも何でもなく、



必要だから設置しているんです。

動画や文章で説明しても、

それを見ている人全てに同じようには伝わりません。

学生の頃、同じ授業を受けても、

みんなテストの点数が同じではなかったことと一緒です。

それぞれが、色々な経験をしてきて、

それぞれの価値観をもっています。

すんなり理解できてしまう人がいれば、

２０回くらい同じことを言わないと理解できない人もいます。

それは、頭が悪いとかそういう次元の話ではなく、

固定概念のようなもののせいなんです。

ですから、わからないことが恥ずかしいことではありません。

また、理解できているつもりでも、

聞いてみると、全然違っているということもあるんです。

ですので、私は、ただ質問を受け、返答するだけでなく、

”経過状況”を知っておく必要があると思っています。

分かっているつもりでも、結果を見るとどうもおかしい。

詳しく聞いてみると、やっぱり理解しきれていなかった。

そんなことだらけなんです。

だからこそ、より簡単なものを追求してきました。

自信を持って言えます。



今回は、前回のスーパースイングの内容に比べ

更に簡単にしています。

そこに、前回は収録していなかった、

”チャートパターン”や”ライントレード”の動画も

追加しました。

更に、まじめに取り組んでいただいた方には、

これまでのコンサルティングなどで配信した、

勝ち残るために必要なテーマについての

音声（１０本程度）をお送りさせていただきます。

もちろん、ご質問、報告へのレスポンスも致します。

その上で、￥４９，８００で提供します。

お支払方法につきましては、

一括、銀行振込のみとさせていただきます。

どうしても、他のお支払方法でなければならないという方は、

私の方に、直接メッセージを送ってください。

それでは、ＦＸ未経験者の方のもいるかと思いますので、

今回の講座の詳細を分かりやすくご説明板致します。

まずは、この内容がスイングトレードであるということ。



スイングトレーとは、エントリーからエグジットまで、

１日以上の時間が経過するトレードのことです、

９月１日に、買いを入れて、

９月２日以降に決済をするような感じです。

ただ、相場状況によっては、

エントリーしたその日に決済をする、

デイトレードになる場合もあります。

逆に、エントリーから決済までが、

３週間ほどかかる場合もあります。

「３週間も！？」と思う方もいるかもしれませんが、

この状況は、ひたすら相場が伸びるときなので、

大きな利益を獲得できます。

次に、お伝えするメインの内容は、

基本的なインディケーター、テクニカル指標によるものです。

例えば、ＭＡＣＤやボリンジャーバンドといった、

メジャーな、ものを組み合わせることで、

相場の流れを分かりやすく描画します。

このメリットとしては、

スマホでも、ＰＣとほとんど同じチャートを再現できるので、

パソコンにかじりつく必要が無く、



また、ノートパソコンを持ち歩く必要もありません。

仕事中のちょっとした空き時間でも、

充分に相場を判断していけるということです。

更に、補足の講座を行います。

チャート上では、インディケーターの指標と

相場が、逆の動きを起こす”ダマし”という現象が

しばしば起こります。

それが、どういったときに起こるのか。

また、その状況でも自身で判断するための、

ライントレードの動画もお届けします。

ライントレードというのは、

チャート上に自らラインを引くことで、

相場の状況を判断するトレードのことを言います。

これを付け加えることによって、

判断がより洗練されていくはずです。

更に、相場にはパターンというものが、

しばしば発生します。

相場の動きが収縮する部分に多く発生するのですが、

そのパターンを知ることで、

その後の予想が立ちやすく、

また、無駄なトレードが減ります。



初心者がマイナスになりやすい状況として、

”ポチポチ病”といわれるものがあります。

小刻みに売ったり買ったりを繰り返し、

少しずつのマイナスが膨大になってしまうんです。

特に、相場がどっちつかずの場合にやりがちです。

パターンを知ることによって、

焦って売買する必要が無いことを理解できるはずです。

また、今回の内容は、損小利大の

”利大”に重きを置いています。

大きく相場が動くときに、その方向でエントリーし、

相場が変化するまで、しっかり利益を伸ばそうとするものです。

そうすることで、損小もクリアしてしまいます。

損が大きくなる人は、反対方向にエントリーしているのに、

そうとは知らずに、反転するまで耐えているんです、

今回の手法では、大きく伸びる方向を見ているわけですから、

逆にエントリーするということは考えにくいですよね。

つまり、大きな資金を失うことは考えにくいということです。

そうしていくためにも、

是非とも、ご質問や報告をしていただいて、

日々の成長度を私に見せてください。



あまり自身の状況を話したがらない人もいますが、

学校のテストを先生が採点して、

実力によって課題を与えていったりするようなものです。

あなたが、どこでつまづいているか分かれば、

それを乗り越える方法も教えやすいんです。

こうしていくことで、

みんな同じように結果を出せて行けると思います。

ここで少し、過去に結果を出すまでに

時間がかかった方のお話をします。

例えば、質問を一切してこなかった人。

本当に分かっていれば問題ないんですが、

「大丈夫かな」と心配になり、

こちらからメールをしました。

そこで話してみると、やはり違った理解をしていたので、

修正し、報告していただくように促しました。

他には、「こうやってください」とお願いしたんですが、

動作が遅いのか、悩んでいたのか分かりませんが、

とにかく、レスポンスが遅い人ですね。

１回のやりとりの往復に、１週間も２週間もかかる方。



私は構わないのですが、これだと結果が出るのに

時間がかかってもしょうがないです。

あなたも、出来るだけ素早い行動を

心がけることをおススメします。

最後は、自分の殻にとじ込んでしまわないようにということです。

今より良くしていくために、

今までとは違う自分を作らないといけないわけです。

今までの結果に満足できなかったということは、

変えていく必要があるということではないでしょうか。

さて、最後になりますが、正直なところ、

「たった￥４９，８００で人生変えられるのか？」

と思いませんか？

私は、このように思ったことがあるんですよ。

と言いますのも、

私がこうやってビジネスのようなことを

始めるきっかけとなったのが、

私の師匠が当時行っていたセミナー。

その価格も安価なものでした。

もちろん、そこで全てを習ったわけではありません。

その後、長きにわたってコンサルしていただき今に至るわけですが、



きっかけとなったのは間違いありません。

だから私も、初心に立ち返り、

この講座を”スーパースイングｖ2　オリジン”とし、

当時の師匠のセミナーの価格で販売しようと考えたんです。

なので、私は断言できます。

￥４９，８００でも人生は変えることが出来ます。

あなたの中に、信念と情熱があれば。

無ければ、これから作っていってください。

私も、師匠のセミナーを受けた時点では、

情熱も信念も、あまり無かったかもしれません。

ただ、その２つを持っていれば、

短期間で驚くほどの変化をすることができるのも確かです。

やるかやらないかは、あなた次第です。

チャンスは腐るほどありますが、

そのチャンスに乗るか乗らないかは、

あなたが決めなければいけません。

変わりたいなら、いつかはチャンスを掴まないといけない。

人生で一番若い、”今”、変えるべきではないですか？

１年後のあなたの人生を、

今の延長ではなく、はるかに上昇させるため、

今、決断してください。



それでは、講座でお会いできるのを楽しみにしてます。

スーパースイングトレーダー講座２　ＯＲＩＧＩＮ

先行割引価格　￥４９，８００

お申込みはこちらから⇒お申込みフォーム

Ｏ＆Ａ

Ｑ．これで勝ち組トレーダーになれますか？

Ａ．勝ち組トレーダーの定義は分かりませんが、

　　あなたの目標達成に、大きく近づけるものになるはずです。

Ｑ．返金保障はありますか？

Ａ．基本的に返金保障は考えていません。

　　なぜなら、「稼げなくてもお金は返ってくるからいいや。」

　　という考えになると、稼げるものも稼げないからです。

　　私は、価格＝「やってやる」という意思表示だと考えます。

　　逆に私が、「稼いでもらえなくても、お金を返せばいい。」

　　となってしまっては、お互いにとって良くないと思います。

Ｑ．どこにでもあるテクニカル指標だけで、

　　本当に稼げるようになるんでしょうか？

Ａ．どこにでもあるからこそ、いつでもできるようになると思います。

　　特殊なものだと、スマホなどでは表示できませんよね？

　　つまり、常にパソコンを持ち歩かないといけない。

　　その状況で、パソコンが壊れたらどうしますか？

　　データがとんでしまったら？

　　だから、パソコンとスマホ、どちらでも同じようにトレードできる

　　どこにでもあるものだけを使ったほうが、より稼ぎやすいと思います。

Ｑ．素直に実践したいのですが、負けが続いて、正直、怖さがあります。

　　デモトレードからの実践でも大丈夫ですか？

Ａ．もちろん大丈夫です。しっかりメンタルブロックを外すために

　　じっくりデモトレードしてみてください。

Ｑ，稼ぎながら学ぶとのことでしたが、何を学べばいいかわかりません。

　　その部分についても教えてもらえますか？

https://ws.formzu.net/fgen/S3891424/


Ａ．はい、大丈夫です。

　　そういった内容でしたら、直接、私にメールしてください。

　　基礎講座なども、無料でプレゼントいたします。

Ｑ．ＦＸで稼ぐイメージがわかないのですが、

　　私でも稼げるようになるのでしょうか？

Ａ．はい、もちろんです。

　　しっかり講座の内容を聞いて、その通りに実践してください。

Ｑ．ＦＸの会社は、どこを選んでも大丈夫ですか？

Ａ．はい、基本的には問題ありません。

　　ただ、お送りするツールは、ＭＴ４というシステムで動きます。

　　ですので、ＭＴ４（Meta Trader 4)が使える会社を

　　選んでいただくと、尚、トレードしやすいです。

Ｑ．私はまだ学生で、実際にトレードすることが出来ないんですが、

　　学習として参加してもよろしいでしょうか？

Ａ．もちろん大歓迎です。

　　今のうちに、知識をつけてトレードできるようになったら、

　　どんどん実践していってください。

Ｑ．特別なインディケーターなどが無くても、

　　素人が簡単に売買判断できるものなのでしょうか？

Ａ．はい、その部分については、講座で分かりやすくご説明します。

　　判断基準は、大きく分けて３つしかないので、

　　すぐに馴れるはずです。

スーパースイングトレーダー講座２　ＯＲＩＧＩＮ

先行割引価格　￥４９，８００

お申込みはこちらから⇒お申込みフォーム

https://ws.formzu.net/fgen/S3891424/


特商法についてはこちら

販売者 　川井　ノリオ

所在 　福岡県福岡市東区西戸崎 2-1-29-607

お問い合わせはこちら

050-3631-5170

saltora.al.mondo@gmail.com

商品の引渡し時期

10 月 1 日より、順次配信予定。

ご返品、ご返金について

原則として、商品の特性上

ご購入後のご返品、ご返金は出来かねます。

ご了承ください。

※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。

ＦＸプラス．ｊｐ

サイト運営責任者　川井ノリオ 


