
株 ✕ FX
先物、日経225…など、

様々な相場の情報を組み合わせ、
相乗効果で稼ぎだす！
マーケットの状況から、
トレードの買いと売りのポイントを判断できる！

本質的な投資手法
をたった3,980円で公開します。
まずは、こちらの動画をご覧ください
「持田有紀子の必勝トレー

ド！モチトレ！」
\

本編動画時間：3時間58分
１：なぜモチトレ！なのか
２：チャートの見方とリアルタイムで見る方法
３：投資を行うマーケットと金融商品の特徴
４：金融商品を使って自分もマーケットに参入
５：ポジションの持ち方と損益計算方法



６：失敗しないための投資金額の選定方法
７：少ないお金でも大きく投資するための証拠金取引
８：CFDと先物の違いと注意点について
９：取引システムの使い方とトレードする際の注意ポイント
１０：モチトレ方式！投資情報収集法
１１：こんな業者を選んではいけない！業者選びのポイント
１２：外国為替についての基礎知識
１３：株価で注目しなければいけない2つのポイント
１４：金利商品における金利表示と価格表示
１５：FOMCの時、私はこうやってトレードしました！

＋
特典動画時間：2時間4分

特別特典１：ドルショックから40年たって今
特別特典２：民主党への政権交代は何だったのか
特別特典３：世界でも注目されているアベノミクスの功罪とは？

合計6時間2分の動画で、
“投資の本質”を１から徹底的に学

び、
儲けるための方法を公開します。

ご購入は今スグこちらから！

http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356
http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356


お支払い方法:クレジットカード、銀行振
込・郵便振替、コンビニ決済、BitCash、ち
ょコムeマネー

【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。

あなたは今、こんな事で
お悩みではないでしょうか
投資経験はあるけどなかなか利益が出ない…
株とか、FXとかあるけど、どれも危険じゃないの？
毎月少しでも良いから安定収入が入れば楽できるのに…
いつまで経っても貯金が増えない…
投資が大事なのはわかるけど、ちょっと怖い
ちょっとやってみたけど全然勝てない…
お会計を考えていちいちケチケチしたくない…
様々な事情があり、働きにいけない…
結婚してるし、子供もいるから投資なんて出来ないよ
どうせ、ハイリスクなんでしょ？投資は怖くてできません

もし、このような事でお悩みであれば、
５分ほどの時間を使ってこのページをお読みください。



株とFXを組み合わせて投資で勝つための手法をこのページで公開しています。

それも「株で1億円儲けた・・・」みたいな、
ちまたでよくある胡散臭い方法ではなく、
少しずつでもコツコツと貯金額を増やすことのできる、
どんな方でも実現可能な真っ当な方法です。

もし、あなたがこのような事にお悩みで、
コツコツと少しでも安定的に貯金額を増やしたいとお考えの方であれば、
私はあなたの悩みを解決することができるでしょう。

私は投資関係の書籍を６冊ほど出版しており、業界大手の「ザイFX！」や、
Yahoo!ファイナンスで投資の達人として、コラムも執筆しております。

ですから、私のことをご存知の方も多いと思いますが、
はじめての方もいらっしゃるかと思いますので、
まずはご挨拶からさせてください。

はじめまして、持田有紀子と申します。

大手証券会社出身、戦う女トレーダー
ウィナーズサポート株式会社　主任研究員

「持田有紀子」
慶応義塾大学法学部政治学科、小此木政夫ゼミで東アジアの地域研究と国際関係を専
攻。同大新聞研究所修了。野村証券入社、エクイティ部門のトレーダーを経て、女性
初の総合職として本店営業部へ。オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コ
ンサルティングの分野で活動し、行動科学や心理学に基づく人事評価のためのコンピ
テンシーモデルの開発等に携わる。2005年にアルジャントレード（株）を立ち上げ、
海外の先物市場や外国為替取引のノウハウの蓄積を活用した投資情報サービスに携わ
っている。ファイナンシャル・プランナー。ダイヤモンド社の情報サイト、自身の公
式ブログや有料メルマガなどネット上の発信活動は、個人投資家にとても役立つ実践
的な情報提供として定評がある。現在、ウィナーズサポート株式会社の主任研究員と
して、投資家の投資リテラシーの向上に専念。

持田有紀子が執筆した書籍



大手証券会社でトレーダーを経験した後、
海外の先物市場や外国為替（FX）のノウハウを活用した
投資情報サービスに関わっており、約20年ほど相場を最前線で見てきました。

投資情報サービスには2005年から関わっておりますので、
8年以上投資教育を行ってきている現役のプロトレーダーでもあります。

また、先ほども申し上げましたが、
投資関係の書籍を６冊ほど出版しており、業界大手の「ザイFX！」や、
Yahoo!ファイナンスで投資の達人として、コラムも執筆しております。

今回、なぜ私があなた向けてメッセージを送っているのかというと、
あまりに投資で失敗する人が多すぎると感じているからです。
テレビや雑誌では「株で1,000万円儲けた」や、
「普通の主婦がFXで月収100万円を得ている」といった内容が、
多く出回っています。

実際に、そういった人は本当にいると思います。

しかし、反対に株やFXなどの「投資」で負けてしまっている人がいるのも事実。

ただ、そういった投資に関するネガティブな事柄の多くは、
あまり公表されないのが実態です。

なぜ、投資で成功する人もいれば、失敗する人も存在するのでしょうか。

その事について、このページでじっくりお伝えいたします。

投資で成功するためには、まず、お金の使い方を知る必要があります。

そもそも、お金には
３つの使い方しかありません



1.消費 2.貯蓄 3.投資
お金をすべて使ってしまうこと 銀行などにお金を預けること 利益を得るためにお金を一度、

お金以外のものに変えること

１つ目が「消費」です

消費というのは、お金を好きなものに使ってしまうことをいいます。

例えば、あなたがショッピングに出かけて、洋服や電化製品を買ったり、
スーパーマーケットに行って、今晩のおかずや、お酒のおつまみを買うこと。

これらは全て消費となります。

消費は決して悪いことではありませんが、
消費という使い方をしてもお金は増えることはありませんので、
そこは、注意していただければと思います。

２つ目が「貯蓄」です

これは銀行や郵便局にお金を預けることをいいます。
貯蓄には「普通預金」と「定期預金」があり、
定期預金であれば、リターン（利息）を受け取ることも可能です。

しかし、現在、銀行の定期預金に10万円を1年間預けると、
利息はいくらになるかご存知でしょうか。

（Ａ）20円
（Ｂ）300円
（Ｃ）1000円

一般的なメガバンクの場合、1年間の定期預金金利は約0.025％なので、
正解は（Ａ）の20円です。

つまり、仮に定期預金を10万円を10年預けたとしても、
利息は200円にしかならないということです。

億単位のまとまったお金があれば別かもしれませんが、
一般の方であれば、この利率では資産を増やすことは不可能でしょう。



３つ目が「投資」です

投資とは、働いたりして得たお金を、将来増えるようにする（利益を得る）ために、
「お金を一度お金以外の何かに変える」行為のことをいいます。

お金以外の何かとは、株であったり、債権であったり、外国の通貨、
また、土地（不動産）などであったり、事業などもあります。

投資は通常、将来今あるお金以上に、
お金と引き換えに得たモノの価値が上がれば、投資は成功し
下がってしまえば、投資は失敗ということになってしまいます。

また、投資には、リスクとリターンという言葉がありますが、
リスク（お金が減ってしまう危険）が高いものほど、
リターン（戻ってくるお金）も大きくなるというのが、基本的な考え方です。

株であれば会社が儲かった時には、配当金というお金がもらえたり、
その会社の株の人気が上がって買ったときの値段より高く売れたりして、
受け取るお金が多くなる場合もあります。

しかし、会社が倒産したときは、株を買ったお金は戻ってこないので、
投資金額がゼロになってしまう危険性もあります。

ただ、お金を効率的に増やすためには、
これらの３つのお金の使い方の中では「投資」という使い方が
ベターだとだという事が比較すればお分かりになるかと思います。

そうであれば、より多くのリターンが見込めて、
なるべくリスクの少ない投資の仕方を学ぶ必要があります。

そこで、大事になってくるのが投資商品の把握です。

まずは、 投資にも様々な種類がありますので、
投資するべき対象を絞る必要があります。

どんなものに



投資するのが良いの？
投資対象は本当に様々なものがありますが、
私が投資で重視するポイントの１つに「流動性」というものがあります。

「流動性」とは、言い換えれば、
「売りたいときに、いつでも売れるかどうか？」ということです。

例えば、不動産を売ろうとすると、ある程度の期間はかかってしまいます。

不動産の買い手を今日明日中に見つけることが難しいため、
売ってすぐに換金することは、非常に困難だからです。

しかし、株などの金融商品であれば、取引所が開いてる時間であれば、
いつでも売却し換金することができますので、流動性という面では優れています。
また、もう一つの投資の選択として「収益性」というものがあります。

収益性というのは、利益の期待値でもありますが、
市場の動きの変動幅によって収益が左右されるためリスクも伴います。

収益性が高ければ良いということではなく、
収益性が高いということは振れ幅が大きいということ。

つまり、これがいわゆる「ハイリスク・ハイリターン」と言われる、
大儲けできる可能性もあるが、大きなマイナスになる
可能性があると言うことになります。

分かりやすいように、上場株式、不動産、預貯金での
「流動性」と「収益性」を考えると、以下のような図になります。



この図をご覧いただければ、お分かりになるかと思いますが、
「流動性」と「収益性」を考えれば、株などの金融商品が、
収益性も高く、流動性が高いと言えるでしょう。

なら、株をやればいいの？
実は、一概にそういうことでもありません。

株にも様々な種類がありますが、
一般的に株と言われるものは「個別株」といってそれぞれの銘柄…、
つまり、それぞれの企業の業績によって、
株の値段が決まるものを指しています。

しかし、初心者の方が個別株に手を出すのは、
私はリスクが高すぎると思っています。

なぜなら、約3,000ほどある上場企業の中から、
銘柄を探し出し、投資対象を見つけなければいけないからです。

初心者の方であれば、まずこの銘柄選びだけでもかなり時間がかかってしまいますし、
それぞれの企業の業績を予測するのは難しいため、リスクも高いです。

そこでオススメなのが、日経平均やNYダウ、
などに代表される『平均株価」で取引をすることです。



実は、この平均株価には、個別銘柄と同じように市場で売買できますが、
メリットとしては、個別株のような荒い値動きをすることはなく、
日経平均と連動したような動きをするので、
リスクは少なくなる上、市場で取引できるので流動性の観点からも優れています。

例えば、平均株価のなかに「日経225」というものがあります。

日経225とは、日本の企業から選ばれた225銘柄の株価の平均ですが、
これは、個別株と同じように取引することができます。

わかりやすいように「日経225」と「個別株」の比較表をつくったのでご覧ください。

日経225 個別株

銘柄選び 不要 約3,000ある上場企業の中から
投資対象を見つける。

値動き 日本の景気に連動する。
全体の市場と各企業の業績によ
る。突発的な出来事で株価が動
く可能性がある。



日経225 個別株

情報分析方法

市場を代表する銘柄で構成され
ているので、大きな視点で経済
の情報を収集して、判断できる
大局的なモノの見方が必要。

日本経済全体の動きにも目を配
りつつ、投資したい銘柄の業種
の動向を検証。その後、企業の
ビジネス、財務内容、見通しな
どを詳細にリサーチする。

流動性
毎日、大量の売買が行われてい
るため、流動性がとても高い。

銘柄によっては、発行部数が少
なかったり、流動性がほとんど
なかったりする場合もある。

比較表をご覧いただければ、お分かりになるかと思いますが、
細かいリサーチなどが必要不可欠な個別株より
圧倒的に日経225のほうが初心者でも手を出しやすいといえるでしょう。

また、日経225のメリットはそれぞれの企業の株価の平均値ですので、
大儲けできる確立も減りますが、リスクも減るというところです。

日経225のような平均株価を「指標」といいますが、
日経平均以外に、NYダウ、NASDAQなどは「代表的な指標」と言えるでしょう。

先ほどのお見せした流動性と収益性グラフに、
「代表的な指標」を入れると、以下のような位置になります。

収益性は値動きの変動幅のことをいいますので、
投資対象の収益性が高ければ、その分リスクもあります。



つまり、ある程度の収益性が見込め、
流動性ができるだけ高いものを投資対象にすることが良いでしょう。

難しい言葉がいくつもあるので、
初心者の方にとっては、わからないところもあるかもしれませんが、
私が言いたいこと要するに・・・。

日経225、NYダウ、NASDAQ、外国為替（FX）に代表される、
「指標」でのトレードの方が個別株より分析が楽ですし、
リスクを抑えることができるということです。

では、代表的な指標でもある
FXをやればいいってことですね
いやいや、そういう事でもないのです。

実は相場というものは「連動」しています。

例えば、原油価格が下がると、
FXでのユーロ／ドルは下がると言われています。

図のように、相場というものは連動しているのです。

この例でいけば、原油価格が下った直後に、



ユーロドルも下落していることがわかります。

こうやって分析すると分かるかもしれませんが、
もし、あなたがFXの相場だけを見ていたら、
連動していることにすら気付かないでしょう。

だからこそ、一つの投資商品の相場だけを見るのではなく、
より多くの相場を見た上で、エントリーするポイントを判断する必要があるのです。

マーケット（市場）の状況から、
トレードの買いと売りのポイントを判断し、
着実に利益を取っていくためには、それが最も重要になってきます。

しかし、投資教材の多くは、
本質的な事を教えてくれません
よくある投資教材で教えてる内容の多くは、
こういった相場全体を見て判断するような投資手法ではなく、
テクニック的にチャートだけ見て判断するようなものです。

私はかれこれ20年ほど相場を最前線で見てきましたが、
私自身も様々な教材を購入し、テクニックを追い求めていました。

トレードをはじめた頃は、勝つことばかりを意識していたので、
勝率の高い究極の投資手法を、ずっと探し求めていました。

そして、それは必ず探し出せると信じていました。

「いつかきっとすごい手法を見つけて、大儲けしてやる！」

そんな思いで本当に様々な手法を追い求めていました。

追い求めた結果



“ある手法”を見つけました
しばらくはその手法でトレードを行い、
何度か勝ちます・・・が、
その後の２、３回目のトレードで連続して負けてしまいます。

すると、

「アレ？この手法はダメかも・・・」

と考えてしまい、また別の手法を考えます。

「今度は行ける！」と思って試すも、
何度か勝って、何度か負けます。

「うーん、違うなぁ・・・」

と思って、今度は、
「株で１億円儲けた究極の投資術！」のような教材を手に入れ試します。

もちろん、うまくいきません。

今度はトレードのセミナーに行って、
そこで聞いた手法を実践して・・・。

と気付けば、こんな事を繰り返していたのです。

もしかすると、
あなたも同じような経験があるのではないでしょうか？

私がこのような経験を経て辿り着いた結論は・・・。

「確実に儲かる究極の方法」なんてものは、
マーケットの世界に存在しない。



ということ、でした。

マーケットの世界では、このような状態を「聖杯探し」といいます。

究極のテクニック＝聖杯を探し求めて、
抜け出せない迷路にハマってしまうのです。

こんな事を数十回続けているうちに、徐々に資金が減り、
ある時、ドカンと大きな負けに見まわれ、
気付けば、マーケットの世界から退場を余儀なくされます。

一時的に儲かりそうなところにすぐに飛びつき、失敗を繰り返す・・・。

マーケットの世界では、
そんな人があとを絶ちません
私の友人もそんな「マーケットのカモ」の一人でした。

私の友人はある人の商品を購入し、そこで言われた方法を試したところ、
汗水垂らして働いた稼いだ80万円を吹き飛ばしてしまい、かなり落ち込んでいました。

そこでは「株で大儲け！１年で10万円が1000万円に！」
みたいなよくあえるキャッチフレーズが並んでおり、
彼もそのような夢を見てしまったのでしょう。

最終的にこの友人は、私の教えで3ヶ月かけて失ったお金を取り戻しましたが、
正直、私はこれと同じような宣伝文句を見ると、腹が立って仕方ありません。

だからこそ、
あなたにこれまで語られることの無かった
「投資の本質」をお伝えしたい。
「投資の本質」と聞くと、最初は難しそうな印象があるかもしれません。



しかし、１度、中身を知ってしまえば、
上がるか下がるかを選択するだけの、とてもシンプルなもの。

ですから、あなたがまだ投資未経験の方であれば、
１度でもいいので、挑戦してみてほしいですし、
もう既に投資経験のある方であれば、
しっかりと私の話を参考にしてほしいと思います。

ちまたで騒がれているような「楽に儲かる」といった投資手法を
安易に実践して、大きな失敗をして欲しくないからです。

私は、そういった方たちをこれまで何名、何十名と見てきましたし、
投資において、「誰でもかんたん稼げるテクニック」なんて
存在しないと思っています。

もし、そんな方法が存在するのであれば、
誰もこんなに苦労してないはずですよね。

すぐに「100万円儲けたい」
という気持ちはわかります
私もそうですし、人間誰だって、楽に稼ぎたいと思うでしょう。

ですが、投資において本当に成功しているプロ投資家は、
そういった感情を抑えて、トレードをしている人たちです。

「ロボットのように投資しろ！」とまでは言いませんが、
欲望に身を任せて投資をしていては、必ず、失敗します。

それは、多くの投資家、トレーダー達が
言っていることでもありますし、私自身も本当にそう思います。

『手っ取り早く月100万円稼ぐ方法』

など、ということがうたわれていたら、
それはウソですし、恐らく詐欺だと思います。



ダマされないでください
そんな方法はないのですから。

・投資で月30万円稼ぐにはどうすればいいですか？
・副業トレードで月10万円稼ぎたいのですがどうすればいいですか？
・最短距離で月100万円稼ぐためには何をすればいいですか？

多くの人は、こういったことが一番、聞きたいかもしれません。

投資に関する情報は、
インターネットや雑誌や書籍でごまんとありますが、
そこで、言われているほとんどが、
「カンタンに儲かりますよ～」といった内容のものです。

ですので、あなたにも、
投資は「カンタンに稼げる」というイメージがあるのかもしれません。

しかし、実際には、
投資がそんなにカンタンではないことに、
あなたは気付いているはずです。

ですから、私が１から
あなたに投資の本質をお教えます
私の手法、「モチトレ！」は世界情勢や相場に関わる情報を知り、
マーケットの動きを予測し、相場での売買のポイントを見極め
トレードしていく投資手法です。

「モチトレ！」は、初めて投資をされる方を対象とした教材です。

もし、あなたが投資未経験の初心者の方であれば、
きっとお役に立つと思っていますし、
投資で着実に利益を取っていくための本質的な内容しか話していません。



具体的には、以下のようなコンテンツとなっています。

1：なぜモチトレ！なのか
収録時間：23分52秒

「そもそもモチトレ！」ってなんだ？と思う方もいらっしゃると思います。

モチトレ！は私の行っている投資手法でありますが、
これは、手間も少なくお金を儲けることができるでしょう。

ですので、この動画では、
「なぜ、あなたにモチトレ！を学んで欲しいのか」をお話しします。

私の詳しい経歴や、モチトレの基本的な概念をお話しいたしましたので、
まずはこの映像をご覧になってモチトレ！が
どんなスタンスの投資手法なのかを、明確に理解して欲しいと思っています。

この映像では、このような事が学べます。

・スイスが100年間戦争に負けたことがない理由と勝率の関係性
・なぜ、モチトレ！は、効率的にお金を稼いでいくための方法なのか？
・相場の入り口と出口を見極める必殺技「βトレード」について
・できるだけ労力を省いて投資をするためにやらなければいけない事
・モチトレ！の手法を学んでいただきたい本当の理由とは？

2：チャートの見方とリアルタイムで見る方法
収録時間：11分19秒

投資経験が全くゼロの方でも投資をはじめられるように、
１からチャートに関して、お伝えさせていただきます。

「そもそも、チャートとはなんなのか？」という所から、
詳しくご説明させていただきます。

チャートを見ることでどのような事がわかり、



それぞれのグラフがどのような役割を果たし、
どの部分に注目して見ていけば良いのか？

そういったことを具体的に解説していきます。

また、私自身が愛用している無料で見ることができる
オススメのチャートサイトもお教えします。

通常の無料チャートサイトは20分ほど送れて表示されるものが多いですが、
私が見ているところは無料でも即時更新のリアルタイムで見ることが可能です。

ぜひ、チャートを確認する際にご活用いただければと思います。

この映像では、このような事が学べます。

・トレーダーなら必ず知っておくべきチャートを見る有用性
・チャートでそれぞれのグラフが表しているものとは？
・見慣れないチャートに慣れるためのたった１の方法
・アメリカで上場している投資商品をすべて見られる無料チャートサイト
・通常20分送れのチャートをお金を使わずリアルタイムで見る方法

3：投資を行うマーケットと金融商品の特徴
収録時間：12分54秒

投資はじめるには、
「マーケット」というもの理解しなければいけません。

この映像では、マーケットと金融商品の特徴についてご説明いたします。

マーケットといっても、
野菜や魚が売られている市場（いちば）のようなマーケットとは全く別のものです。

金融マーケットの話になります。

金融マーケットというものは何が行われているところなのか、
そして、金融商品にはどういった特徴があるのか。



その２つをわかりやすく解説いたしました。

難しいことは考えず、投資に取り組めるように
まずはこういった基本的なことからしっかりとマスターしていきましょう。

この映像では、このような事が学べます。

・金融商品が持っている６つの特徴
・これで値段が決まっている！相場が表す２つの場とは？
・ビットとオファーがひっくり返ったらどうなるのか
・なぜ、金融商品は時々刻々と値段が変わってしまうのか？
・常に狭い感覚で値段が存在する理由

4：金融商品を使って自分もマーケットに参入
収録時間：7分57秒

ここでは実際に、金融商品を使ってマーケットに参入する際、
どういった事に気をつけなければいけないのかを、お話ししていきます。

なぜ、金融マーケットに入っていく必用があるのか。

そして、なぜ、他の投資商品に投資するのがよくないのかを、
この動画では、お伝えいたしました。

ここをしっかりと理解しておくことで、
投資対象の商品の判断基準を身につけることができますので、
ぜひ、しっかりと確認してみてください。

この映像では、このような事が学べます。

・金融商品に投資する最大のメリットとは？
・不動産に投資することが悲惨な結果を招いてしまう理由
・たった数年で値段が３分の１になってしまった持田が買った投資商品
・なぜ、金融マーケットは半永久的に廃れないのか？
・会員証がなくても入れる金融マーケット



5：ポジションの持ち方と損益計算方法
収録時間：16分35秒

マーケットの世界で取引するために売り買いすることを、
「ポジションを取る」といった言い方をします。

ここでは、そのポジションも持つ際に知っておくべき、
基礎知識をお話しします。

トレーダーとして必ず知っておかなければならない専門用語や、
損益を決めるための公式、ポイントでの値動きの考え方など、
これらを疎かにしてしまうと重要なときにミスをし兼ねません。

ですので、最初にこの基本的なポジションを
持つための知識を学んでいきましょう。

この映像では、このような事が学べます。

・ポジションを持つ際に大切な「ブルとベア」とは？
・相場が１円動いただけで投資金額が10万円動く仕組み
・値動きをポイントでの計算するときに重要な１つのこと
・これで決まってしまう！損益を決めてしまう公式とは？
・必ず知らなければいけないロング、ショート、スクエアの考え方

6：失敗しないための投資金額の選定方法
収録時間：9分45秒

投資は損するリスクもあるため、
最初に投資金額の選定を行う必要があります。

もし、あなたの全財産の貯金が100万円だったとして、
その100万円をすべて投資に回してしまうことは非常に危険な行為だといえるでしょう。



何か突発的な事故などで、
投資資金が全て吹っ飛んでしまう事は充分に考えられるからです。

しかしながら、投資というものは、
自分で資金をコントロールして運用していくことができます。

つまり、しっかりと投資金額を選定して、
投資を行えば、大負けして全財産を失うようなリスクはなくなるのです。

この動画では、まず投資初心者の方がどのような金額で投資をはじめて、
どのようなものに投資をしていくべきかを具体的にお話ししていきます。

この映像では、このような事が学べます。

・トレードする際に必ず見なければいけないコントラスペックとは？
・失敗しないために最初に押さえるべき２つのこと
・投資初心者にまず持田がオススメする投資商品と３つの理由
・トレードの感覚を掴むために最も大切な考え方
・投資未経験者が持てるポジション量

7：少ないお金でも大きく投資するための証拠金取引
収録時間：15分7秒

投資は資金が多ければ多いほど、やりやすいと思います。

1,000万円の資金があれば、
月利10%を出すだけでも計算上では月100万円稼げます。

しかし、最初から1,000万円を投資資金として持っている方は
ほとんどいらっしゃらないでしょう。

そんな時に使えるのが、証拠金取引です。

証拠金として、一定のお金を担保として渡しておくことで、
少ない金額でも大きな投資をすることができます。

投資を初めてやる方は、この仕組みがなかなか理解できないかと思いますが、



この動画を見れば、そんな証拠金取引の注意点などを学ぶことができます。

ぜひ、証拠金取引をうまく活用して、
少ない金額でも大きく儲けていただきたいと思います。

この映像では、このような事が学べます。

・差額決済を実現するために生まれてきたものとは？
・FXだと25倍、日経先物だと30倍の資金で取引できるレバレッジ
・レバレッジをかける際に注意しなければいけないポイント
・ドル円を10万ドル買うにはいくら必要なのか？
・投資ができなくなってしまう強制ロスカットとは？

8：CFDと先物の違いと注意点について
収録時間：19分7秒

証拠金取引には実は２つの種類があり、
「CFD」と「先物」に分かれます。

FXもCFDトレードの為替取引という分類になります。

この２つの違い、メリット・デメリットを知ることで、

・どちらに投資をするのが良いのか
・どういった事に注意して投資するのか

を学ぶことができます。

また、そういった金融商品のたくさんある銘柄を
一発で選ぶための方法もこの動画の中でお話ししました。

ぜひ、参考にトレードしてみてください。

この映像では、このような事が学べます。



・CFDと先物のそれぞれのメリット・デメリット
・約20年間変わっていない現物と先物の構図
・証拠金取引であるCFDと先物の決定的な違いとは？
・取り引きするべき原油の銘柄を一発で選ぶ方法
・ロールオーバーをせずに大打撃を受ける可能性があった知り合いの話

9：取引システムの使い方と
トレードする際の注意ポイント

収録時間：20分46秒

トレードする為には、様々な取引システムを使う必要があります。

システム自体は様々なものがあるので、一概に機能の説明はできないのですが、
使うポイント・注意するべきポイントなどは、どれも同じです。

ここでは、どんな取引システムでも使える、
大切なポイントなどをお話ししました。

システムの使い方をしっかりと学ばなければ、
間違ったポジションを持ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、この動画を見れば、
注文するときに必ず確認するべきことなど、
注意するポイントを学ぶことができるので
そういったミスも少なくなるでしょう。

この映像では、このような事が学べます。

・注文する際に必ず確認する３つのポイントとそれぞれの重要度
・注文するツールによって変わる「アクション」の注意点
・トレード負担を少なくするための２つの注文方法
・組み合わせ注文でより計画的に注文する方法
・取引システムを活用するときに注意するべきこと



10：モチトレ方式！投資情報収集法
収録時間：8分14秒

「モチトレ！」では、
様々な情報を得ながらトレードしていきます。

なぜなら、色々な情報を収集して、
相場を予測してトレードすることが投資の本質であるからです。

しかし、実際に収集しようと思うと、
「どこから情報を取ってくればいいの？」といった疑問は出てくるはず。

ですので、この動画では、
実際に、私が情報収集の際に使用しているサイトをいくつかご紹介します。

これらのサイトをご覧いただければ、
相場に関わるイベントを見逃すこともないでしょうし、
事前に戦略を練ることも可能でしょう。

さらに、これらのサイトはすべて無料で使うことができます。

これらのサイトを活用して、
トレードを有利に進めていただきたいと思っています。

この映像では、このような事が学べます。

・世界のリアルタイムの株価が見れる無料チャートサイトとは？
・持田が朝に必ず確認するヘッドラインがまとまったニュースサイト
・投資をするなら絶対に見るべき経済統計のサイト
・なぜ、様々なイベントを確認して情報収集する必要があるのか？

11：こんな業者を選んではいけない！業者選びのポイント
収録時間：16分58秒

実際にマーケットでトレードするためには、



必ず業者を選ぶ必要があります。

しかし、中には悪質な業者もたくさんあります。

そんな業者にだまされないためには、
業者を選ぶ基準があります。

この基準に沿って業者を選んでいけば、
優良な業者をいくつも見つけ出すことができるでしょう。

この映像では、このような事が学べます。

・こんな業者はダメ！避けるべき業者の３つのポイントとは？
・業者を判断する際に最も有効なたった１つの方法とは
・業者選びで最重視するべき３つのポイント
・業者を選ぶための持田の16個の判定基準

12：外国為替についての基礎知識
収録時間：21分15秒

FX（外国為替）でトレードするにあたって大切なことはなんなのか？

それについて、この動画ではお話ししました。

FXは外国の通貨を売り買いしてその差額で利益を出していくものですが、
そのためにはまず基礎的な知識を学ぶ必要があります。

ここでは、それぞれの通貨に関する内容や、
取引するべき通貨、それぞれの通貨の背景などについて解説します。

これを見れば、どんな通貨でトレードをするべきかもわかると思いますし、
それぞれの通貨の安全性なども把握できるでしょう。

この映像では、このような事が学べます。

・FXをやる上で知っておくべき５つの通貨の表記



・通貨ペアでコモディティになれる通貨とは？
・世界で最も強い３つの通貨とその理由
・トレードするべき為替の通貨ペアとは？

13：株価で注目しなければいけない2つのポイント
収録時間：21分52秒

ここでは株価について大切なことをお話しします。

なぜ、株価というものは変化していくのでしょうか。

投資をはじめていく上で、
株の値上がり・値下がりの理由は知っておくべきです。

こちらの動画では、
株の価値を決めるための公式や、
株価が変化する２つの要因についてなど、
株の値動きに関するお話をします。

株価が動く理由をしっかりと理解することで、
値上がり、値下がりの予測もかなり立てやすくなるでしょう。

この映像では、このような事が学べます。

・株の価値を決めるための公式とは？
・持田有紀子がTOPIXをやらない４つの理由
・なぜ価値が変化するの？株価を上下に動く２つの要因
・もう人間は不要？電子取引「グローベックス」の真実

14：金利商品における金利表示と価格表示
収録時間：22分23秒



ここでは金利商品の金利と価格に関するお話をします。

投資は金利でお金を儲けていくものですので、
これは投資をやるにあたって知っておかなければいけません。

この動画では金利に関する基礎知識や、
金利計算の方法、利回り計算の方法などを学んでいきます。

ニュースなどで、

「長期金利があがった」
「債券相場があがった」
「利回りがあがった」

などと言われることがあると思いますが、
これはそれぞれに意味があり、その事について知らなければ
例え、情報を得ても活用することができません。

ぜひ、この動画で金利について学び、
情報を活用したトレードをして欲しいと思っています。

この映像では、このような事が学べます。

・投資で利益を上げる際の５つの種類の金利
・お金を借りる上で覚えなければいけない４者の信用度
・ニュースで言っている情報を完全に理解するために
・期間に関わらず連動する金利商品の３つの特徴

15：FOMCの時、私はこうやってトレードしました！
収録時間：11分30秒

この動画では、いよいよモチトレ！の手法について解説していきます。

私、持田有紀子が2013年のFOMCで、
どのようにトレードしたかを解説いたしました。

この動画をご覧いただければ、私がどのように考え、



予測を立ててトレードしたかを理解することが出来るので、
今後の様々なイベントでも応用することができるでしょう。

相場が激しく動くということは、絶対的に何かの理由があります。

それを理解せずに、チャートの画面ばかり見てトレードしていては、
永遠にこのことに気付くことはないでしょう。

モチトレ！そういった事をお教えしていきますので、
この動画をご覧いただければ、どうやってリスクを回避して、
着実に利益を取りにいけるのかが、お分かりいただけるでしょう。

この映像では、このような事が学べます。

・持田有紀子は2013年9月のFOMCで実際のどういうトレードをしたのか？
・たった１日でドルが１円も安くなってしまった理由
・なぜ、FOMCの結果がサプライズだったのか？
・持田有紀子の売買のシナリオ予測と発注方法

まだまだあります！
「モチトレ！」特別特典！

これだけではありません。

モチトレでこれらか相場を予測するという
投資の本質を学び、着実に稼げるスキルを積んでいくあなたには、
2時間4分もの動画の特典をお付け致します。

その内容をご紹介いたします。

特別特典1：ドルショックから40年たって今
収録時間：42分37秒



この映像では、このような事が学べます。

・ドルショックによってマーケットはどんな状況に変わったのか
・この４０年間での相場の変化
・これからどのような事について投資を行うべきなのか？

特別特典２：民主党への政権交代は何だったのか
収録時間：31分56秒

この映像では、このような事が学べます。

・民主党の政権交代と相場との関連性
・政権交代によって変化したマーケットの状況とは？
・日本と政治が相場にどうのように影響していくのか？

特別特典３：世界でも注目されている
　　　　　　アベノミクスの功罪とは？

収録時間：50分24秒

この映像では、このような事が学べます。

・アベノミクスによる実際の影響とは？
・どのようなことに注目してアベノミクスを活用していくべきか
・今後の経済政策において注意しなければいけないたった１つのポイント

すごいボリュームですね！
内容が多くて混乱しました
投資の本質を見極め、



あらゆる銘柄で着実に稼いでいくための
「モチトレ！」の全貌はご理解いただけたでしょうか。

ここで１度、「モチトレ！」でご提供するものをまとめさせていただきます。

本編動画時間：3時間58分
１：なぜモチトレ！なのか
２：チャートの見方とリアルタイムで見る方法
３：投資を行うマーケットと金融商品の特徴
４：金融商品を使って自分もマーケットに参入
５：ポジションの持ち方と損益計算方法
６：失敗しないための投資金額の選定方法
７：少ないお金でも大きく投資するための証拠金取引
８：CFDと先物の違いと注意点について
９：取引システムの使い方とトレードする際の注意ポイント
１０：モチトレ方式！投資情報収集法
１１：こんな業者を選んではいけない！業者選びのポイント
１２：外国為替についての基礎知識
１３：株価で注目しなければいけない2つのポイント
１４：金利商品における金利表示と価格表示
１５：FOMCの時、私はこうやってトレードしました！

＋
特典動画時間：2時間4分

特別特典１：ドルショックから40年たって今
特別特典２：民主党への政権交代は何だったのか
特別特典３：世界でも注目されているアベノミクスの功罪とは？

モチトレ！で学べる内容は、こんなイメージです。

あなたが気になるお話しなどはありましたか？

ほとんど相場に関わる際に重要になってくる話ですし、
これから様々な情報を見極めて投資をはじめていく方にとっては



必要な内容となっております。

テクニック的な手法で稼ぐのではなく、
今までにない本質的な投資手法で、
時代にあった銘柄に投資していく手法。

それが・・・

持田有紀子の必勝トレード！
「モチトレ！」

これをご覧いただければ、これまでの投資手法が、
いかに聖杯（テクニック）を求めていた投資術がご理解いただけるでしょう。

そして、これから投資を始める方であっても、
最短で「本質を見抜いた投資術」を学ぶことができると、
あなた自身が強く感じ取れていると思います。

これから、あなたは「モチトレ！」の投資手法を学び、
毎月安定的に着実に利益を取っていくスキルを手にすることができます。

10万円の投資で月に３万円稼ぐ
「１ヶ月で３万ならバイトしたほうが稼げますよ・・・」

と思う方もいらっしゃるかと思いますが、



10万円投資して3万の利益というと月利30％ということになります。

例えば、あなたの投資金額が10万円で、
モチトレの手法で月利30％を安定的に達成し続けると、
あなたの投資資金はどうなるでしょうか？

少し考えてみてください。

１月：投資金額10万円→利益3万円
２月：投資金額13万円→利益3万9,000円
３月：投資金額16万9,000円→利益5万7,000円
４月：投資金額22万6,000円→利益6万7,800円
５月：投資金額29万3,800円→利益8万8,140円
６月：投資金額38万1,940円→利益11万4,582円
７月：投資金額49万6,522円→利益14万8,956円
８月：投資金額64万5,478円→利益19万3,643円
９月：投資金額83万9,121円→利益25万1,736円
１０月：投資金額109万857円→利益32万7,257円
１１月：投資金額141万8,114円→利益42万5,434円
１２月：投資金額184万3,548円→利益55万3,064円

いかがでしょうか？

投資金額10万円でも、
たった１年で約200万円近いの利益を得ることができます。

これはあくまでも仮定の話ですし、
実際には金額は前後するかと思いますが、
１ヶ月に100万円とか１年で1,000万とか非現実的な話ではなく、
あくまで現実的な数字だと思っています。

モチトレ！の手法をきちんとマスターすれば、
このような数字を達成することは可能ですし、
投資金額が多くなればなるほど、利益を連動して大きくなります。



そもそも、投資とはこのように、
お金を着実に増やしていくものなのです。

「モチトレ！」は月利10％～30％を目指していく講座です!

あなたはこの「モチトレ！」に
いくらの価値をつけるでしょうか？
あなたはこれから６時間以上の動画をご覧いただき、
投資の基本であり、本質的な手法を学ぶことができます。

そして、これまでFXならFXだけ、株なら株だけと
投資商品にこだわっていたものを、時代の状況に合わせて、
様々な投資することで安定的な収益を見込めます。
なぜなら、１つの投資商品、銘柄で利益の取れる相場は、
本当に限られているからです。

そうであれば、なるべく広く情報を取り、
利益の出せるところに投資したほうが良いと思いませんか？

「モチトレ！」はそのように様々な情報を得て、
相場を判断していく投資手法となっています。

モチトレであなたが仮に、
月利10％～30％を安定的に得ることができれば、
この講座にいくらの価値を感じることができるでしょうか。

先程もお伝えしましたが、コツコツ安定的に利益を積み上げ、
将来的に私の手法で200万円近いお金を手にすることができるのであれば、
50万円でも、10万円でも安いと思うでしょう。

それが投資とリターンという考え方だからです。

将来的に見込める金額と対比してみてください。

正しい方法で安定的に10％～30％の月利が見込めるとすれば、
あなたが実践しない理由はないですよね？



「いくらかかってもいいので、購入したいです！」

という方もいるでしょう。

しかし、私はこれまでのテクニックよりの投資手法に、
激しく疑問を持っていますし、ウソみたいな投資手法で騙されてしまう人を
少しでも減らしたいという思いがあります。

ですので、50万円とか、10万という金額を提示してしまっては、
私が集めて学んでいただきたいと思っている仲間も、
数名で終わってしまうことは容易に想像できます。

だからこそ、今回、私があなたに投資とリターンに見合った金額として、
提示しようと考えたのは、3万9,800円という金額でした。

これは、月利10％～30％のリターンを考えれば、
かなり安い金額だと言えるのが、お分かり頂けますよね。

ただ、この金額でも気軽に出せる方は少ないと思っています。

ですので、今回は期間限定ではありますが、

・より多くの方に私のことを知ってもらい
・あなたに正しい投資手法を実践していただきたい

という思いから、

特別価格：3,980円（税込）

でご提供させていただくことにしました。

持田有紀子の必勝トレード！



モチトレ！
本編動画時間：3時間58分

１：なぜモチトレ！なのか
２：チャートの見方とリアルタイムで見る方法
３：投資を行うマーケットと金融商品の特徴
４：金融商品を使って自分もマーケットに参入
５：ポジションの持ち方と損益計算方法
６：失敗しないための投資金額の選定方法
７：少ないお金でも大きく投資するための証拠金取引
８：CFDと先物の違いと注意点について
９：取引システムの使い方とトレードする際の注意ポイント
１０：モチトレ方式！投資情報収集法
１１：こんな業者を選んではいけない！業者選びのポイント
１２：外国為替についての基礎知識
１３：株価で注目しなければいけない2つのポイント
１４：金利商品における金利表示と価格表示
１５：FOMCの時、私はこうやってトレードしました！

＋
特典動画時間：2時間4分

特別特典１：ドルショックから40年たって今
特別特典２：民主党への政権交代は何だったのか
特別特典３：世界でも注目されているアベノミクスの功罪とは？

合計6時間2分の動画で、
“投資の本質”を１から徹底的に学

び、
儲けるための方法を公開します。



お支払い方法:クレジットカード、銀行振
込・郵便振替、コンビニ決済、BitCash、ち
ょコムeマネー

【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。

よくある質問
Q.私は投資未経験のなのですが、投資で稼げますか？
モチトレでは、初心者の方に向けた教材となっております。よくあるテクニックではな
く、投資を本質から学ぶノウハウですが、初心者の方でも学んでいたける内容となってお
ります。

Q.スマートフォンやタブレットでも受講はできますか？
モチトレエキスパートは基本的にはパソコンで受講していただく講座となっております
が、スマートフォンやタブレットでもご覧いただけます。会員制のサイトからいつでも動
画はご覧いただくことができます。

Q.教材はPDFですか？動画ですか？
すべて動画の教材となっております。いずれも会員制サイトで管理されていますので、好
きなときにダウンロードしたり、閲覧することができるようになっております。

Q. 学習量はどのくらいですか？

ご購入は今スグこちらから！

http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356
http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356


動画教材に関しては、合計６時間以上ありますが、細かく分けておりますので、一気に見
るのではなく、毎日１つずつ見て学ぶこともできます。一気に学ぶこともできるので、お
客様のペースにあった学習が可能となっております。

Q.モチトレ！で絶対に稼げるようになりますか？
物事には100%がないように、投資でも「絶対に稼げる」と断言はできません。しかしな
がら、従来のテクニック的なノウハウに頼らずに稼いでいく方法ですので、損することな
く毎月安定的に稼ぐことができるようになるでしょう。断言はできませんが、まずは少な
い金額から実践していただればと思います。

お支払い方法:クレジットカード、銀行振
込・郵便振替、コンビニ決済、BitCash、ち
ょコムeマネー

【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。

特定商取引法に基づく表記

ご購入は今スグこちらから！

http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356
http://www.infotop.jp/order.php?iid=57356
http://az.ctwpromotion.net/mochitore/code/
http://az.ctwpromotion.net/mochitore/code/

