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1 プラス収支 ぜひ参加してみたい 安定しない とても役に立っている 仕事を辞める とても興味がある はい いいえ

2 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい まだ実践していない。 役に立っている 借金を返したい。 とても興味がある いいえ いいえ

3 プラス収支 ぜひ参加してみたい

ご紹介いただいたSS２２５と特典のおかげ
で、今年はプラス収支で終えることができ
ました。ありがとうございます。
私も教員・講師職を掛け持ちして疲弊し
きっていたところでのんたんブログに出会
い、救われました。これからもよろしくお願
いいたします。

枚数を上げることに躊躇しています。
また、種類の異なる手法を混ぜてしまう時
があります。

とても役に立っている
トレード収入を株式投資に回し、配当
収入で生活できるようにすることが目
標です。

とても興味がある はい はい

4 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい いつもメルマガ楽しみにしています！
1度負けるとなかなかトレードできなくなりま
す。たんたんと続けたいです。

役に立っている 会社を作りたいです。 とても興味がある はい いいえ

5 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
いつも、有益な情報をありがとうございま
す

エントリーが怖くてできないことか多くて、
チャンスを逃していることが多い点です。

とても役に立っている 安定的な投資にまわしたいです 興味がある はい いいえ

6 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
勝率80％でもよいので、大きな利益が期
待できる方法を教えてほしい。

決断が遅い。 役に立っている 少しでも老後のために蓄えたい。 興味がある はい はい

7 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
兼業でトレードしているため、なかなか腰を
すえてトレードができない点

役に立っている

今まで諦めていたショッピングで買え
なかったものを購入したり、家族旅行
のグレードと頻度を高めたり、子供の
教育に十分かけてあげられるようにし
たいです。

とても興味がある はい いいえ

8 マイナス収支 あまり興味がない 損切ができないこと 役に立っている 家族旅行の回数を増やしたい 興味がある いいえ いいえ
9 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい なかなか損切りができない。 とても役に立っている 心穏やかに日々の暮らしを楽しみた とても興味がある いいえ いいえ

10 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい

いつも有益な情報本当にありがとうござい
ます。
のんたんさんのスキャルピング大変興味
があります。

安定的な収支にならないこと とても役に立っている
まだやったことのない体験をどんどん
したいです！

とても興味がある はい はい

11 プラス収支 条件が合えば参加してみたい 来年もよろしくお願いいたします。
スキャルピングで安定して勝てるように努力
を続けたい。

とても役に立っている ゆっくりしたい とても興味がある はい はい

12 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
これからもためになるメルマガ楽しみにし
てます。

勝てていないことと夜のわずかな時間しか
監視時間をとれないこと

役に立っている 仕事を辞めること とても興味がある はい はい

13 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい こつこつドカンを治したい 役に立っている 家族孝行 興味がある はい いいえ

14 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
１２か月連続で「+200」って一体どうすれば
できるんでしょうか？

教材をどれだけ購入しても一向に利益が出
ていない。どう勉強すればよいかわからな
い。

とても役に立っている 妻へのプレゼント とても興味がある はい いいえ

15 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい 損切りについて 役に立っている マンション購入 とても興味がある はい はい

16 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
勝率6割くらいで、利益は伸ばせず、損切り
はためらうのでプラス収支にならないです。

役に立っている

何かを実現したいと言うよりは、少額
でも安定して稼げれば老後年金プラ
スαで少し生活がリッチになるかなと
思い、まだ収入のあるうちに勝てるよ
うになりたいですね。

興味がある はい いいえ

17 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい

日曜メルマガ、いつも楽しみにしてます。
本を読むのが苦手で、取説など文字が多
いと即座に拒絶反応してしまう私でものん
たんメルマガはスーッと読めます。文章が
まとまっていて無駄がない。要点がわかり
やすい。ダラダラ長くない。
繰り返し繰り返し10円を取ることの大切さ
を教えて下さっていて、最近ではだいぶ意
識改革が出来てきたように思います。

直接トレードで…では無いのですが…
パソコン操作は普通に出来る方ではありま
すが、
教材を買うとその度に新しい証券会社の
チャートソフトを推奨されるので、それらの
使い方をマスターするのが大変です。
そこで挫折して過去検証が出来ないことで
先に進めないというパターンが多いです。
致命傷だと思ってます。。。。

役に立っている
土地を買って家を建てたい。
海外旅行など夫婦で楽しみたい。

興味がある はい いいえ

18 プラス収支 ぜひ参加してみたい

毎週、メルマガを楽しみに拝見していま
す。SS225を今後も取り組んでいきたいの
ですが、SS225の伊藤さんではなく「のんた
ん」さんの手法を勉強したいのでセミナー
など実施していただければと思います。
2020年もよろしくお願いいたします。

SS225をのんたんさんのブログ等で紹介い
ただき購入いたしました。半年くらいはデモ
トレードを実施して
12月に少しリアルトレードをしました。やはり
損切りが一番難しいのと重要だと思ってい
ます。損切りとメンタル部分が今後の課題
になります。

とても役に立っている

サラリーマンなので毎月の収入はご
ざいますが、毎月の収入とトレードで
の収益が逆転し経済的な安心を築き
上げたいです。

とても興味がある はい はい

19 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい これからも色々な情報をお願いします。 投資資金 役に立っている 貯金 興味がある いいえ いいえ

20 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
シストレでの最大ドローダウン更新時の対
応

とても役に立っている
専業トレーダーになり、時間を有意義
に使いたい

興味がある はい いいえ

21 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 特になし 役に立っている 今まで通り生活していきます 興味がある はい はい



22 プラス収支 ぜひ参加してみたい
毎週楽しみに拝見しています。
これからも楽しみにしています

目先の値動きに惑わされる事が多いです。
負けとの向き合い方に悩んでます

とても役に立っている
住宅ローンを返済して、身軽になって
から自分ができる事をやりたいです。

とても興味がある いいえ いいえ

23 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
私は男性ですが、今、気になっている人は
のんたんさんです。
のんたんさんの事がもっと知りたいです

トレードに自信がもてない。
利確は早く損切りは遅い。

役に立っている 家族で過ごす時間を増やしたい。 興味がある いいえ いいえ

24 プラス収支 事情があり参加できない

トレカフェでお世話になっております、MO
（小川）です。この１年、本当にありがとうご
ざいました。今年は、これまで途中で必ず
挫折していたシストレ（寄引）を１年間続け
られたことに感謝いたします。来年は、途
中から１０円デイトレに挑戦するかもしれま
せん。よろしくお願いいたします。

裁量でポジションを持ったときに逆行したら
どうしようという恐怖感。マイナスで決済した
ときに平常心を保てない。ロスカットせずに
ナンピンをいれてしまう愚行。

とても役に立っている
１．自由な時間で趣味等に没頭した
い。
２．別の県に住める場所を持ちたい。

とても興味がある はい はい

25 プラス収支 条件が合えば参加してみたい これからもどうぞよろしくお願いします。 資金管理は本当に難しい 役に立っている まずは会社を辞める 興味がある いいえ いいえ
26 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 利確、損切ポイント 役に立っている 今は特に考えていない とても興味がある いいえ いいえ
27 マイナス収支 あまり興味がない トレカフェに中々参加出来なくてすみませ ドカン負けをしてしまう！ 役に立っている 別荘の廃屋の解体 興味がある はい はい

28 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
いつもメルマガを拝見しており、大変役に
立っております。これからも有益な情報の
提供をお願い致します。

勝ったり負けたりの繰り返しで、収支はプラ
スだが、余り増えない。

とても役に立っている 車を買ったり、旅行をしたい。 興味がある いいえ いいえ

29 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
損切の判断が遅い
エントリーするタイミングが遅い

とても役に立っている
自分だけではなく　
人さまに　喜んでもらえるようなことを
したい

興味がある はい いいえ

30 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい エントリーのタイミング 役に立っている 確度のあるエントリーのしかた あまり興味がない はい はい

31 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
短時間でサクッと利確してトレードを終える
スタイルに憧れます。

値幅を狙いすぎて失敗しています とても役に立っている
残業を一切断る。自由になる時間を
作りたい。人生を変えたい。

とても興味がある はい いいえ

32 マイナス収支 あまり興味がない 資金管理 役に立っている 慈善活動 興味がある いいえ いいえ

33 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
ＳＳ225特典、のんたんレポート「連戦連
勝」が知りたいです。

まだ、初心者ですので、押し目買い、戻り売
りかが
よくわかりません。

役に立っている 家を建て替えたいです。 とても興味がある はい いいえ

34 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい

なかなかトレードの時間が取れないため、
モチベーションも下がりがちですが、のん
たんさんのメルマガを見て、頑張ろうと思
えています。
ありがとうございます。

トレードの時間が取れないこと。 役に立っている
考えてみましたが、今はおもいつかな
いので、これからじっくり考えてみた
いです。

興味がある はい はい

35 プラス収支 条件が合えば参加してみたい いつもメルマガありがとうございます。 ドローダウン時に、やり方に自信がなくな 役に立っている 旅に出る 興味がある はい はい

36 マイナス収支 ぜひ参加してみたい

スーパースキャルピングの伊藤さんは、と
てもいい方であることは、わかりますが
話し方や、話す内容が上級者っぼくて…
理解するのにも時間がかかります。
のんたんさんのサイトで、スーパースキャ
ルピングでのトレードのやりかたを噛み砕
いて解説して貰えばと思います。

いわゆるコツコツドカンを2度もやりました 役に立っている 仕事の形態を変えたい とても興味がある はい はい

37 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 週一回のコメント楽しみにしています インのタイミングがつかみずらい 役に立っている
自民の少子化政策で日本は絶滅しそ
うだ、今や少数の恵まれない子供の
為の駄菓子屋やりたい

とても興味がある はい いいえ

38 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
有意義なメールを毎週ありがとうございま
す^ ^

ロスカットが比較的広めで損の割合が大き
い。

役に立っている やはり専業トレーダーになりたい。 興味がある はい はい

39 プラス収支 ぜひ参加してみたい
どんな些細なことでもいいのでいろんなこ
とを発信していただきたい

フィボナッチ・リトレースメントと自分なりに引
いたラインが効かないときの損切場所

とても役に立っている フェラーリ購入 とても興味がある いいえ いいえ

40 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
色々情報が多すぎて騙されることも多く手
法が固まりません。

とても役に立っている お金に苦労しない生活を送りたい とても興味がある はい いいえ

41 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 精神力の弱さに悩んでいます。 あまり役に立っていない 気ままに生活したい 興味がある はい いいえ

42 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
今年は、ありがとうございました。
来年も宜しくお願いいたします。

伸びるトレンドと伸びないトレンドの見極め
方

とても役に立っている １ケ月間程度の海外旅行 興味がある はい はい

43 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 色々勉強になります。
環境認識に自信がない。
待てない。

役に立っている まずは、自宅のリフォームですね！ とても興味がある はい いいえ

44 マイナス収支 ぜひ参加してみたい

今年1年ありがとうございます。
日経24000円達成予想お見事です。
私は、1億円資産計画に向けまだ動き出し
たばかりです。来年もよろしくお願いしま
す。

聖杯探しを卒業したい。 とても役に立っている
より安定資産に長期投資したいで
す。

とても興味がある はい いいえ

45 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
これからゆったりとした生活をおくるにはど
したらいいでしょうか？

どうしたらいいのか、わからない とても役に立っている ゆったりとした生活がしたい とても興味がある いいえ いいえ

46 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい 損切りできないこと とても役に立っている 長期休暇 とても興味がある はい いいえ
47 プラス収支 ぜひ参加してみたい こらからもよろしくお願いします 今は配信で他力なこと。 役に立っている まずは貯金したい。 とても興味がある いいえ いいえ

48 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
デイリー 2019を購入しました。しばらく続
けるつもりです。 SS225が使いこなせてい
ません。指示ﾆ従う方がいいみたいです。

安定的に勝てないところ。 役に立っている
好きな旅行や観劇を増やしたいで
す。

興味がある はい はい



49 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
いつも参考になるメルマガを有難うござい
ます。マイナス収支なのは全て自分のせ
いです。来年も楽しみにしております。

メンタルで悩んでいます。11月ごろから裁量
トレードは諦めて、半自動（ルール通り）や
自動売買を基本とするスタイルに変えまし

役に立っている
今はひたすら貯金して、将来的に海
外移住を予定しています。

とても興味がある はい はい

50 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
いつもメルマガ参考にしています。これか
らも楽しみにしています。

５円、１０円をスキャルピングで稼いで２０円
３０円…時にはそれ以上(ToT)ロスカットす
ることが多く結果的に収支マイナスになって
います。ＳＳ２２５の１５円ロスカットは分かっ
ていますが結果的にそれ以上のロスカット
になっているのが現状です。エントリーポイ
ントが悪いのだと思いますがそこが悩みで
す。

役に立っている
旅行に行ったり、欲しいものを買った
り、今は収入が少なくて我慢している
ことを実現したいです。

とても興味がある はい いいえ

51 プラス収支 条件が合えば参加してみたい 損切 とても役に立っている やれなかった事をする とても興味がある いいえ いいえ

52 プラス収支 条件が合えば参加してみたい 来年もよろしくお願いします。 なかなか増えない 役に立っている

さらに自動売買を増やし、安定と自由
を手に入れる。
交友関係を増やしたい
海外に行きたい

とても興味がある いいえ いいえ

53 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 優位性のあるシステムを探している 役に立っている 精神的な自由 あまり興味がない いいえ いいえ

54 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 来年もメルマガ楽しみにしています！
仕事しているとなかなか集中してトレードで
きないのがジレンマというか悩みです。

役に立っている
買いたいもの、食べたいもの値段気
にしない生活を一度してみたいなー。
そして寄付も一生に一回はしてみた

とても興味がある はい いいえ

55 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
何時も、貴重な情報有難う御座います。
来年も宜しくお願いします。

今でも、コツコツドカンをやってしまう。 とても役に立っている ゆっくり旅行でもしたいです。 とても興味がある はい はい

56 プラス収支 条件が合えば参加してみたい ロスカットと利確タイミング 役に立っている 事業を行う とても興味がある はい いいえ

57 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい

今まで以上にに相場の方向性や、幅、
サポートラインや、レジスタンスライン　など

配信してください

特殊なやり方で教えてもらってやっていて、
ドカーンになってから三年していません。
初心者です、
エントリーする時の根拠を学びたい
人をあてにせず自分の裁量で出来るように
なりたいとは思っています、

とても役に立っている 大切な人達の為に使います。 とても興味がある はい いいえ

58 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
来年もメルマガお願いします。you tubeも
お願いします。

負けが続くと今の手法が信じられなくなり、
ほかのものに目移りしてしまう。

とても役に立っている 枚数を増やしたい。 とても興味がある はい はい

59 マイナス収支 ぜひ参加してみたい いつも楽しみにメール待っています。
期待した方向と違う動きをした場合、すぐに
損切りできないです。

とても役に立っている 全国の遊園地を回ってみたいです。 とても興味がある はい いいえ

60 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい

毎週、お忙しい中、ためになるレポートを
ありがとうございます。。m(_ _)m
10円で利確に、とても安心感を覚えます。
SS225、のんたんさんサイト経由で
年明けに購入します。
特典を楽しみにしています。来年も、よろし
くお願いいたします。。m(_ _)m

ビビりで、利少損大です。 とても役に立っている
利益で株をかって、優待を受けてみ
たいです。

とても興味がある いいえ いいえ

61 マイナス収支 ぜひ参加してみたい システムトレードの月別ドローダウンが大き とても役に立っている 複利でさらに運用して一億円を目指 とても興味がある いいえ いいえ

62 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
ルールが守れず、利益が一定額出てもすぐ
になくしてしまうこと

とても役に立っている 仕事を辞めたい とても興味がある はい はい

63 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい

いつも、ありがとうございます。
有益な情報はもちろん、暖かいお人柄で、
何度癒やされたことか。
メルマガもトレカフェも本当に貴重な場で
す。
何より、ＳＳ２２５をご紹介頂き、今後は、の
んたん手法でコツコツ1億円を目指してい
きたいと思います。
再スタート後は、好調なので、来年以降も
この調子で、勝っていきたいと思います。

ロスカットがうまく出来ない点 とても役に立っている
マンション一棟買って家賃収入で生
活したい、笑。

とても興味がある はい はい

64 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
・ロスカットができないこと。
・欲が深すぎて利が乗っても手仕舞いでき
ず、最後は大幅マイナスとなってしまう。

とても役に立っている
今は安定してプラスになることを目標
にしているのでプラスを実現出来てか
ら考えます。

興味がある はい いいえ

65 マイナス収支 ぜひ参加してみたい

一攫千金を狙うのではなく、安定して着実
に収益を重ねていくのんたんさんのスタイ
ルが私の理想です。
これからもメルマガ、楽しみにしていま
す！

・損切り出来ない
・「こんなに◯◯たのだからそろそろ◯◯だ
ろう」でエントリーしてしまう

とても役に立っている
お金にはなりにくいけど自分が本当
にやりたい仕事をやりたい。

とても興味がある いいえ いいえ

66 プラス収支 条件が合えば参加してみたい できる限り【日曜メルマガ】続けてください。 トレード時間がなかなか取れない。 役に立っている 専業めざします。 興味がある いいえ いいえ

67 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
時々、感覚でトレーダーをしてしまうこと。
損益が出きないことがある。

役に立っている トレード一本で生活したい。 とても興味がある はい いいえ

68 プラス収支 条件が合えば参加してみたい 時間がない 役に立っている 生活費 興味がある いいえ いいえ



69 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい 勝てるかどうか心配 役に立っている 余裕のある生活 興味がある いいえ いいえ
70 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 日曜メルマガ、楽しみにしています。 システムトレードで、良い商材がない とても役に立っている これまでのマイナスを取り返したい あまり興味がない はい はい

71 プラス収支 条件が合えば参加してみたい

本当に勝ち続けているかたの投資手法を
一度は教わってみたいです。
それで人生変われたら素敵ですね。
よろしくお願い致します。

一貫したルール作りです。まだ定まっては
いません

とても役に立っている
いつかは子供達に勉強以外で投資を
教えたい。
また海外にいってみたいですね。

とても興味がある いいえ いいえ

72 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい ロストカットばかりになってしまう。 役に立っている ほかの投資にチャレンジしたい 興味がある はい いいえ

73 プラス収支 ぜひ参加してみたい
90パーセントの確率の手法があるなら教
えて欲しいです。

いつも逆走される。 役に立っている 家を建てたい とても興味がある いいえ いいえ

74 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
楽しみにしていますので継続お願い致しま
す。

損小利大になかなか出来なく５円利益も
やっとです。

とても役に立っている 海外旅行に行きたい 興味がある はい はい

75 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい コツコツドカンを解消したい 役に立っている 専業トレーダーになりたい。 興味がある はい いいえ

76 マイナス収支 ぜひ参加してみたい 自信のあるトレードをしたいです。
損切
エントリー

役に立っている 専業トレーダー 興味がある はい いいえ

77 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 損切り 役に立っている 老後資金、社会奉仕 興味がある はい はい

78 ±０ぐらい あまり興味がない
まだ日経２２５のトレードをしたことがない。
やり方が分からないので、来年カブドットコ
ムに聞いてみます。

まったく役に立っていない 老後の生活資金 あまり興味がない いいえ いいえ

79 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
衝動的にエントリーしてしまうことがあり、エ
ントリー回数が多すぎる。また反対方向に
一気に動いたとき、損切りが遅れる。

とても役に立っている
特にないです。老後のために貯金し
ます。

興味がある はい はい

80 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい

9月からデイズでエントリーしていますが、
およそプラマイ0で年末を迎えています。引
き続きシストレ継続していこうと思っていま
す。

素直にトレンドフォローできない。無益な予
想ばかりしてしまう。サインを信用できない。

とても役に立っている
複利で運用益を膨らませていきた
い。

興味がある いいえ いいえ

81 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
僕ものんたんさんのような負けないトレー
ダーになりたいです。まだまだ道は長いで
すが。

メンタルが弱すぎること とても役に立っている おいしいものを食べに行きたい。 興味がある
はい
いいえ

いいえ

82 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい チレード時間があまり取れない 役に立っている 家の修繕・リフォーム 興味がある はい いいえ

83 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
ほんと勉強になります
いつもありがとうございます

メンタル面 とても役に立っている 親孝行 とても興味がある いいえ いいえ

84 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい
実際にトレードしているところをYouTube等
でリアルタイムで配信してほしい。

スキャルをやりたいが仕事をしており時間
の制約がある。

役に立っている
仕事は辞めてもっとトレードにかける
時間を作り安定的かつ仕事より高い
収益を上げる専業トレーダーになりた

とても興味がある はい いいえ

85 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい

個別株でほとんど利益が上げられずに悩
んでいた時、２２５先物に変更するきっか
けを教えてもらい感謝しています。これか
らは個別株は大きく調整があった時に長
期で、デイとスイングは２２５先物だけで
やっていくつもりです。来年は２２５オプショ
ン投資も研究していこうと思っています。今
まで出会った方と違いのんたんさんはお
若いのにとても真剣に我々読者のことを考
えて色々なことを発信していただいており
ます。来年もよろしくお願いします。最後に
この場を借りて質問ですが、のんたんさん
は最近ツイッターとかでよく出てくる
「Mr.Hilton」という方をご存知ですか。ご存
知でしたらどう思われますか。

ｓｓ２２５のサインや自分で作ったルールに
従ってトレードをしているが、中々上手く利
益につながらない。ロスカットが続くと不安
や怖さで手が出せず見てるだけの日が続く
時がある。などです。

とても役に立っている
趣味を充実させたい。もっと高級なギ
ターと時間が欲しい。
妻と海外旅行に行きたい。

とても興味がある はい いいえ

86 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい シストレ運用方法 とても役に立っている 海外旅行 とても興味がある はい いいえ

87 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい ほったらかしで儲かる方法 役に立っている 車を買いたい。 とても興味がある はい いいえ

88 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい

いつも有益な情報ありがとうございます。
客観的な情報に基づく相場観を参考に、
いつかは自分も独力でトレードができるよ
うになりたいと思います。

エントリー後、当初予定していたところと違う
タイミングで決済してしまう。

とても役に立っている 毎月のお小遣いを捻出する とても興味がある はい いいえ

89 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい

何時も色々な角度から考えられるアドバイ
スに感謝しています。　　無理なお願いで
しょうが、今が買いだ！今が売りだ！など
の号令があったら心強いです。その通り行
動するかは別として。

考え方があっていても即決断出来ない。
常に悩んでしまう3度目位に実行すると失敗
の確立がガッツリ上がります。でもやってし
まいます。

とても役に立っている

資産を増やし余裕と自信を持ったト
レードをしたいです。
悠々自適に暮らしたいですがトレード
は続けたいです。

とても興味がある はい はい

90 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい

いつもありがとうございます。
ぜひ、毎日１時間くらいの時間で確実に稼
いでいらっしゃるのんたんさん手法を学び
たいです！
来年もメルマガ楽しみにしています！

まだ、勉強中でトレードしていません。 とても役に立っている
好きなことを思いっきりやり、たのしみ
たいです。そして、社会貢献をしてい
きたいです。

とても興味がある いいえ いいえ



91 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい
自信を持てず、エントリーを躊躇することが
多い

あまり役に立っていない 専業トレーダーになりたい とても興味がある はい はい

92 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい １時間後の相場 とても役に立っている 複利投資 興味がある はい いいえ

93 プラス収支 条件が合えば参加してみたい
まだ、日は浅いですが、メール等参考に
なっております。

現物が主で先物は勉強中ですが、夜間動く
ことが多く、寝不足になりがち。。。
これでは心身ともに持たないと思い、のん
たんさんの10－20円取る手法に魅力を感じ
ています。

役に立っている 専業になりたいです。 興味がある いいえ いいえ

94 プラス収支 条件が合えば参加してみたい 有益な情報の発信頑張って下さい 収支が安定しない 役に立っている 米国株等で配当金生活 とても興味がある いいえ いいえ

95 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい
ホントにお世話になってます。^^
これからもますます研究に励んでいただき
目を見張るような商材を望みます！

値幅を取ろうとしすぎるところです^^ とても役に立っている
安定資産に投資したいです。
不動産収入とか……ですね^^

とても興味がある はい いいえ

96 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
負け続けて貯金を使いきったのでまず資金
を作ること。

役に立っている
仕事に過度なプレッシャーを感じない
で旅行とかちょっとした贅沢を楽しみ
たいです。

興味がある はい はい

97 プラス収支 事情があり参加できない トレカフェいつもお世話になっております！
225先物スキャルピングトレードで最も重要
となる寄り付き時間帯にはどうしても時間の
都合がつかないこと。

とても役に立っている 証拠金を増やしたい。 とても興味がある はい はい

98 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 何歳ですか？ ？ 役に立っている 仕事やめたい 興味がある いいえ いいえ
99 プラス収支 条件が合えば参加してみたい メルマガいつも楽しみにしています。 収益の安定性 とても役に立っている 家のリフォーム 興味がある いいえ いいえ

100 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい ルールを破ってしまう とても役に立っている マイホーム とても興味がある いいえ いいえ

101 マイナス収支 ぜひ参加してみたい
クスッと笑えるトレードメルマガはあまりな
いので、このテイストで引き続き頑張ってく
ださい！

コツコツドカンでやられてしまいます。 とても役に立っている
ひとまず1000万取り返してハワイ旅
行です！

とても興味がある はい はい

102 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい 資金がなかなか増えない 役に立っている ボランティア活動を始めたい 興味がある いいえ いいえ
103 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 損切りが10-20円でできない 役に立っている 他の副業をやめる 興味がある はい はい

104 プラス収支 ぜひ参加してみたい これからも宜しくお願いします。
システムトレードのセッティングの仕方がわ
からないこと。

とても役に立っている スタートアップ企業への出資 とても興味がある いいえ いいえ

105 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい トレードする時間 役に立っている 海外旅行 とても興味がある いいえ いいえ

106 プラス収支 条件が合えば参加してみたい

いつもメルマガありがとうございます。
トレードの無い日曜にメルマガを読んでト
レードに熱くなっている心を落ち着かせる
のに役だっています。

トレード時間を確保すること とても役に立っている さらに投資先を増やしたいです。 興味がある はい いいえ

107 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい トレード以外の話を楽しみにしています。 コツコツドカンです。 とても役に立っている 老後資金 とても興味がある はい いいえ

108 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい
プログを読まして頂いています。ありがとう
ございます。

なかなか自信がなくホジホジ病になっており
ます。

役に立っている 50万程度 とても興味がある いいえ いいえ

109 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい コツコツドカンの繰り返し。 役に立っている 生活費にいくらか入れたい。 興味がある いいえ いいえ

110 マイナス収支 あまり興味がない
継続してメールを配信しているので偉いと
思う。

紹介されていたクロスリテイリングの商材を
昨年3個も購入してしまい、商材購入貧乏に
陥っており、トレードする証拠金がない。

あまり役に立っていない
仕事を辞め、自分のしたいことをし行
きたい所へ行く。

とても興味がある はい いいえ

111 ±０ぐらい 条件が合えば参加してみたい メンタル面 役に立っている 家族サービス とても興味がある いいえ いいえ

112 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
メルマガ楽しみにしています。参考になる
内容はスクショし、ファイルにしています。
今年もよろしくお願いいたします。

目先の利益ばかりを追い、伸ばすことがで
きません。また、ロスカットも遅くなりがちで
す。

役に立っている 複利で増やしていきたい 興味がある はい いいえ

113 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい 損切り 役に立っている 時間を有効に使いたい 興味がある いいえ いいえ

114 マイナス収支 条件が合えば参加してみたい
◎エントリータイミング
◎ロスカットルール
◎資産管理

役に立っている 殺処分の動物たちにあてたい とても興味がある はい いいえ

115 マイナス収支 事情があり参加できない

メルマガありがとうございます。
一番参考になったのは15万円で始める1
億円デイトレ講座です、5円、10円をコツコ
ツ取る習慣がつきました。
10月15日日中→夜間の持ち越しで大きな
マイナスがでましたが、これがなければ年
間プラスにできたと思います。
シストレソフトの検証も参考になりました。
6月末にデイズリッチを購入しましたが、3カ
月ほどのデモ検証では成績が悪く、実運
用はあきらめました。
今は独自にロジックの検討を行っていると
ころです。これからもメルマガを参考にさせ
ていただきたいと思います。
全体として利用者の立場に立った内容で、
親しみが持てます。

建玉を持ち越した場合のギャップアップ (ダ
ウン) で損失が大きくなる点

役に立っている 年金の足しにします 興味がある はい いいえ

116 ±０ぐらい ぜひ参加してみたい
小さい子供が2人いるので時間が限られて
いることです

役に立っている マイホーム資金に充てたいです とても興味がある はい いいえ


