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■ 世界一わかりやすいFXの学校 カリキュラムと講座内容

・スクールカリキュラムと講座テーマ

「手法」だけでなく、FXで勝つために必要な基本的トレード技術が習得できる！

準備編

•FX取引口座開設マニュアル

•トレンドスカウター設定マニュアル

知識編

•FXの基礎

•FXの勝ち敗け要因

計画編
•FXの目標と計画

手法編

•MT4の操作方法マニュアル

•スカウターの使用方法と取引手法

実践編

•FXの取引プラン

•取引実践時の注意ポイント

応用編

•FXのテクニカル分析と経済指標

•取引手法の応用テクニック

分析編
•取引結果の分析/検証と計画の修正/改善



■ 世界一わかりやすいFXの学校 ツール紹介

プロトレーダー級の売買判断と目標設定・結果分析能力をツールで実現！

・トレンドスカウター

・勝利の方程式自動計算シート

【 売買判断を色で一発察知！ 】

トレンド・スカウターをFXチャート
に装着させると、足元の相場動向を自
動で察知し、「売買判断」が背景に色
で表示されます。

青背景は「買い」、赤背景は「売り」
が優勢のゾーンです。明確なサインの
ため、判断を間違うことがありません。

また、スカウターのパターンの数字変
化や平均レンジ計測機能を併用すると、
より細かな相場の波を察知することが
できます（チャートの右上機能）。

【 目標・リスクを自動で計算！ 】

勝利の方程式は、自分の取引計画を入
力すると、自動で目標利益を達成する
ために必要なプランやリスクを計算で
きるシートです。

勝率やリスクリワードだけでなく、取
引通貨ペア数や取引回数、レバレッジ
倍率なども勘案して計算されますので、
FXトレードにおける損益要因のほと
んどをカバーできます。

また、取引結果が出た後も、自動計算
シートで分析・評価が可能です。



■ 世界一わかりやすいFXの学校教材紹介

動画だけでなく、テキストが毎回付属されるので分かるまで学習できる！

・経済指標/テクニカル分析ガイド

・初心者も安心のテキスト教材

【 経済指標やテクニカル分析も！ 】

スクールのプログラムで基本的トレー
ディング技術を身に付けた後は、どん
な相場環境にも対応できる「応用力」
が利益を出し続けるカギとなります。

FXの学校では、トレード手法だけで
なく、ファンダメンタル分析や経済指
標・テクニカル分析についても基礎的
な学習ができます。

自分の計画に合わせて、さまざまな分
析法を使って利益向上を図れます！

【 講義は動画と教材で何度でも！ 】

世界一わかりやすいFXの学校では、
自分のペースで何度でも学べる仕組み
が随所に取り入れられています。

講義内容を理解した後でも、トレー
ダーマインドを鍛えたり、さらなる利
益を追求するための応用技術が学べま
す。



■ 世界一わかりやすいFXの学校練習&確認問題紹介

動画・テキストだけでなく問題で復習できるので分かったか確認できる！

・○×形式の問題で理解度を確認

・チャートやシートで実践問題も

【 講義ごとに確認問題で復習！ 】

講義で理解した内容を確認問題ですぐ
に復習することができます。

FXの学校では、ただ単に頭で理解す
るだけでなく、実際に使える技術を習
得するために必要なプログラムを構築
しています。

まずは、講義動画で勝つトレーダーに
なるための知識を理解し、練習問題で
きちんと理解できているかどうかを確
認しましょう！

【 実際の使い方も確認できる！ 】

練習問題で知識が理解できた後は、実
践（確認）問題に取り組むことで、実
際に注文方法やツールの操作方法、売
買判断やトレンド判断ができているか
どうかを確認できます。

頭で理解して、それを再現することで
技術の習得はより高いものとなります
ので、ぜひ何度も復習し体に習慣づけ
ましょう。

FXをはじめたばかりの初心者の方で
も、安心して取引を開始できます！



■ 世界一わかりやすいFXの学校実践テクニック紹介

知識だけでなく実践技術も習得できるので、勝つまで学習できる！

・取引計画/記録シート

・実践的取引手法を多数収録

【 知識だけでなく実践技術も！ 】

スクールのプログラムでは、「勝つた
めに必要な知識」だけでなく、実際に
トレードを行い利益を出す「実践力」
も習得できます。

すなわち、頭でイメージした「目標利
益の達成イメージ」を、実践計画やト
レードプランに落とし込み、実行して
実現するためのテクニックです。

取引結果を振り返って、さらに手法の
精度を向上させるためのトレード中の
記録方法まで完全網羅しています！

【 今すぐ使える手法が満載！ 】

実際のチャートや取引画面を使って手
法を分かりやすく解説します。

講義を受けた後すぐに、手法や技術を
実際のトレードで使うことが可能です。

FXの学校では、スクール受講生が利
益を出すまでの道のりを、トレード前
の準備段階からトレード後の結果分析
まで、すべての工程をフォローします
ので、初心者の方でも、安心してス
タートできます。



■ 世界一わかりやすいFXの学校実績・目標利益紹介

手法解説だけでなく、実際の取引レコードを参考に学べる！

・実際の取引レコードで解説

・目標月5-10%をレバ3倍以下で

【 月利20%の利益達成も！ 】

取引実績は、実際にトレードを行った
結果をもとに紹介しています。

FXの学校は、トレードで安定的に勝
ち続けられる力を養うことを目的に運
営していますので、実績も当然実際に
取引した結果で判断します。

取引レコードの中には、月利約20%
を何か月も連続で達成したケースや、
100万円の資金で4か月で60万円
（利回60%）以上の利益を記録した
ケースもあります！

【 レバレッジとリスクは低く！ 】

FXの学校では、最初から大きなリ
ターン（月二ケタ％以上）は狙わず、
安定的に利益を出し続けられる低リス
クな取引計画を推奨しています。

その代わり、使用するレバレッジはほ
ぼ3倍以下で収まります。

低リスク・低レバレッジで安定的なリ
ターンが出せれば、より高いリスクを
自分で選択して使用することはいつで
も可能だからです。



■ 世界一わかりやすいFXの学校教養紹介

技術だけでなく、教養や専門用語も学べる！

・FX専門用語解説（用語集）

・今日から使える相場格言

【 250以上の専門用語を解説！ 】

FX専門用語解説は、初心者やFXを始
めたばかりのトレーダーでも、FX業
界の専門用語に惑わされないための用
語解説集です。

トレード技術の向上に合わせて、FX
用語の理解も同時に進められます。

基本的な用語の説明から、マニアック
な専門用語までを幅広く収録していま
すので、中級以上のトレーダーの方に
もご活用いただける補完教材です。

【 技術だけでなく教養も？ 】

手法やトレード技術が学べるだけでな
く、トレード中に思わずつぶやきたく
なったり、使いたくなったりするよう
な「相場格言」や「伝説のトレーダー
の相場ルール」も紹介しています。

テクニックだけでなく、教養もつけて
いくことで、FXの世界がより楽しく、
身近に感じられるようになります。

使用例や用途も併せて紹介しています
ので、伝説の相場師になりきったつも
りで名言を使ってみましょう！



■ 世界一わかりやすいFXの学校サポート紹介①

受講後に復習や再学習したい場合は、限定サイトで何度も学べる！

・スクール受講生限定サイト

・最新の相場状況をメール配信

【 講義内容や最新情報を確認！ 】

スクールのプログラムを自分のペース
で学べる受講生限定サイトを提供して
います。

FXの学校では、受講当初だけでなく、
FXトレードを続けている限り、永続
的に活用できる王道的手法が学べます。

トレードに悩んだり、成績に行き詰
まったりした時に、基本に戻って原因
を確認できる「FXの母校」として、
ぜひ、限定サイトをご活用ください！
（※ 画像はイメージです）

【 利益に繋がる市況情報？ 】

FXの学校では、トレード技術を習得
した後の実践サポートとして、市況や
相場トレンドが分かる「FXの学校
マーケット・ウォッチ」を配信してい
ます。

サポート期間中は、毎週1回週末に配
信されます。

また、それ以外にも、スクールの学習
ポイントや講座の取組み方をフォロー
する「学習サポート」メルマガも配信
いたします（随時）。



■ 世界一わかりやすいFXの学校サポート紹介②

勝ち続けるトレーダーに成長するまでのサポート体制を構築！

・FXの学校 サポート事務局

・限定SNSコミュニティ（※）

【 投資のプロがサポート！ 】

スクールの内容やスカウターの設定・
操作方法で分からないことや質問があ
りましたら、サポート事務局にご連絡
ください。

FXの学校は、投資助言・代理業を営
む投資のプロによって運営・管理され
ていますので、安心してご利用いただ
けます。

サポート事務局：メール問い合わせ

【 FXトレード仲間と切磋琢磨！ 】

完全版限定（※）サービスとして、
FXの学校スクール受講生限定のSNS
コミュニティを提供しています。

講義内容を習得した後は、トレード仲
間と相談をしたり、自分のトレード記
録や手法を仲間と検証したり、さらな
る技術の追求の場があります。

基本的にはスクール受講生によって自
主管理・運営されますが、講師や事務
局から最新情報やコラムも配信されま
す。（※ 画像はイメージです）



■ 世界一わかりやすいFXの学校学習の手引き

・「勝ち続ける力」を身に付けるための学習プログラム

・目標利益とレバレッジ

世界一わかりやすいFXの学校では、
月5～10%以上の利益を目指しています。

それらの目標に対して使用するレバレッジを
厳密に管理することで、リスクを調整します。

・目標利益と使用レバレッジ倍率の目安

月利～5%の場合：レバレッジ2倍以下
月利～10%：レバレッジ3倍以下
月利～20%：レバレッジ5倍以下

FXで勝つために必要な「本物の」トレード技術を学び、勝ちを実体験する学校！

月5%

月5-10%

月10-20%

講座

•動画講義

•テキスト教材

•教養教材

ツール
•スカウター

•計算シート

実践

•計画シート

•記録シート

•分析シート

勝つための知識

勝つための手法

勝つ経験

なぜ、勝てなかったのか？
どうして勝てるのか？を理解する！

相場の流れが読めるようになる！
目標やリスクも自動で計算！

頭で理解した「勝つまでの道筋」
を実践し、実際に利益を上げる！

・目標利益は段階的に上げていく



■ おわりに

投資には元本棄損のリスク以外にも、さまざまなリスクが存在します。

本著作物に記載された情報はあくまで参考として活用するもので、運用利益や投
資資金を保証するものではありません。

爆発的な収益やハイリスク・ハイリターンな取引よりも、安全な運用を最優先に利用
してください。

投資利益が年間20万円以上出た場合、日本の税務署に申告する義務があります。

本著作物の内容を転載したり、すべての資料・動画・ツール・シートの第三者への譲
渡・配布は固く禁じております。実際にそれらの行為が確認された場合は、厳正に
対応いたしますので、ご承知ください。

平成28年8月


