
 
※2017 年以前は銘柄予想記事をひんぱんにアップしていたため、株価操縦を疑われないために株式投資を休んでいました 

From: 中原良太（⾃宅の書斎より、、、） 

 

 ご覧のとおり、この⼿紙には「2018 年以降の中原家の投資リターン」のグラフを貼り

付けました。これには、２つの理由があります。 

 

l １つは、これからお伝えすることがとても重要だから。確実にこの⼿紙を読んでもらう

ために、あなたの注意を引く必要があったこと。 

 

l ２つは、このグラフの利益の 3 分の 1（約 750 万円）を稼いだ、僕のトレード⼿法と

成功事例集を無料で受け取る⽅法を伝えるから。このグラフはいい「つかみ」になると

思ったこと。 

 

僕の予想が正しければ、あなたはこんな経験や思想の持ち主でしょう︓  

 

l 株が⼤好き。情熱はある。勉強もしている。なのに、なぜか株がうまくならない。 

（勉強はしている。けど、有名投資家のようにお⾦が右肩上がりに増えない。まるでハ

ムスターの回し⾞のように、同じところでグルグル回っているだけ。鳴かず⾶ばず） 



l 新聞を購読してみた。読むとけっこう⾯⽩い。でも「へぇ〜」で終わっちゃう。 

（ためしに新聞を購読してみた。読むと⾯⽩い。でも、⾯⽩い「だけ」で終わっちゃ

う。毎⽇ニュースを読んでも、翌⽇にはほとんど忘れてしまう。ニュースを読んでも、

「投資がうまくなった︖」「実際、儲けてる︖」と聞かれると、正直あやしい） 

 

l 投資本を読んでみた。分かるとワクワクした。でも、どう実践するのか分からない。 

（ためしに投資本を何冊か読んでみた。どれも分かるとワクワクした。だけど、ワクワ

クした「だけ」で終わっちゃう。本に書かれたことを使いたくても、「うーん」と分か

らなくなり、全然進まない…。良さそうな銘柄を⾒つけては「やっぱり違うかな」と思

い始める…。ためしに買った銘柄もちょっと株価が下がれば⾃信がなくなる…。結局、

ぜんぶビミョー。投資本で学んだことも「知っているだけ」。実践できない） 

 

● ぶっつけ本番で「実践で学ぼう」とした。でも、やっぱり鳴かず⾶ばずだった。 

（今までやったことのない株を買ったりしてみた。でも、買った株のほとんどは上がり

も下がりもせずにパッとしない。失敗はしてないけど、成功もしていない。この状況、

どうすれば抜け出せるの︖） 

 
● ⾯⽩いけど読んだら終わりのニュース。ワクワクするけど実践で使えない本。そして、

鳴かず⾶ばずの実践はウンザリ。いま勝っている⼈の「勝利の法則」を知りたい︕ 

（結局、ニュースも、本も、実践も、試してみたけどダメだった。使い捨てのニュース

ではなく、いちど学んだら何度も稼げる「勝利の法則」を知りたい。どう使えば良いか

分からない知識ではなく、すぐに使える「勝利の法則」を知りたい︕） 

 

◆  ◆  ◆ 

 

 ここまで読んで、どう思いましたか︖ 

 

「私のことだ︕︕︕︕」「どうして分かるの︖」と思ったでしょう︖ 

 

そりゃあ、分かりますとも。だって、僕も全く同じ経験をしましたから。勉強はしてい

る。でも、「へぇ〜」で終わってしまったり、うまく実践できなかったりで、全然活かせ



ない。勉強代は膨らむ⼀⽅。なのに、ぜんぜん取り戻せない。そんな⽇々が何年も続きま

した。 

 

 株式投資は難しいです。はじめたばかりの頃は右も左も分かりません。誰もアドバイス

をくれない中、「とりあえず新聞は読んでおいた⽅がよいかな︖」「銘柄を分析するため

に本を読んでおいた⽅がよいかな︖」のように、誰もが⼿探りで勉強します。 

 

 はじめのうちは、新聞を読んでもチンプンカンプン。投資本は難解すぎて途中で挫折す

ることもあります。ですが、それでも諦めずにねばり強く頑張っていると、すこしずつ、

新聞や本に書かれていることが分かるようになってきます。 

 

 「新聞や本に書いてあることが知りたい」だけなら、それで⼗分かもしれません。です

が、僕ら投資家の⽬的は「新聞や本で勉強したことを実践で活かして、株で儲けること」

です。 

 

 だけど、勉強をすすめるうちに、 

 

新聞は追いかけるだけでも精⼀杯 
本の知識は役⽴て⽅が分からない 

 

という壁にぶち当たります。 

 

 おそらく、あなたは「兼業」投資家でしょう。家事や仕事で忙しいので、新聞を読むと

きは、きっと「斜め読み」が限界でしょう。 

 

じっくり腰を据えて、時間をかけて世の中で起きていることを分析して、投資に活かす

…というのは難しいはず。毎⽇、家に届いた新聞記事を追いかけるだけで精⼀杯なのでは

ないでしょうか。 

 



 そして、あなたは「アマチュア」投資家でしょう。プロの投資家のように、上司（師

匠）の指導を受けたり、実践的なトレーニングを積んだり、といった機会はなかったでし

ょう。 

 

だから、投資の本を読んで、分からないことがあっても、誰にも相談できずに悩んでい

ませんか。本を読んでも、どう使えば良いか分からず、結局、学んだ知識を眠らせてしま

っているのではないでしょうか。 

 

 
 

 上のマトリックスをご覧ください。この図には、投資の知識を性質別にまとめました。

縦軸は「理論 vs実践」で、横軸は「使い捨て vs 積み上げ」で、分けてあります。 

 

あなたは、新聞に対して「今すぐ使えることもあるけれど、ほとんどが使い捨てで、な

かなか学んだことが積み上がっていかない」と感じていないでしょうか︖ 

 

あなたは、本に対して「繰り返し使える理論が書かれているのかもしれないけれど、役

⽴て⽅がさっぱり分からないから、⾃分には役⽴たなかった」と感じていないでしょう

か︖ 



そして、このマトリックスの右上にある…つまり、「今すぐ使えて」「繰り返し使え

る」、勝利の法則のようなものが、知りたくて仕⽅がないのではないでしょうか。 

 

 
 

「鳴かず⾶ばず」から「右肩上がり」へ 
 

すこし話が変わります。実は、株を始めてから５年くらい、僕は株であまり儲けられま

せんでした。そこそこ儲かったものの、有名投資家のようにはいきませんでした。つまり

パッとしなかったのです。 

 

僕の成績が「鳴かず⾶ばず」から「右肩上がり」へと化けたのは、ほんのささいな⾔葉

がきっかけでした。とある投資セミナーに参加したとき、隣に座っていた個⼈投資家さん

（当時、彼はすでに億り⼈でした）が、僕にこうアドバイスをくれたのです︓ 

 

「株を買うなら『上がりそうだ』と感じたくらいでは、まだまだ⾜りない。もっと強く、

『上がらないとおかしい』と感じたときが、ホンモノのチャンスなんだ」 

 

このことばを聞いたとき、僕はハッとしました。 

 



それまで僕は「好きな会社だし株価も上がりそう」くらいの根拠で株を買ってました。

だから、ちょっと株価が下がっただけで「⼤丈夫かな︖」と⼼配になりました。株を買っ

ても、下がりこそしないものの、何カ⽉も「ヨコヨコ」となるのがほとんどでした。 

 

それから、僕は「株が上がらないとおかしい」ときにだけ、株を買うことにしました。

はじめは「株価が上がらないとおかしいタイミング」なんて、分かりませんでした。正

直、右も左も分からず、ちんぷんかんぷんで、何をすれば良いかも分かりませんでした。 

 

それでも、気になる会社がどうやってお⾦を稼いでいるか調べ、どういうときに業績が

良くなるかを調べ「株価が上がらないとおかしいタイミング」を⾒つけ、本当にそのとお

りに動くか過去の株価で検証してきました。 

 

すると、ゆっくりではありますが、すこしずつ株価が上がらないとおかしいタイミング

が⾒つかり、「勝利の法則」が⾒えてきたのです。 

 

「勝利の法則」は存在します 
 

そう。これこそが、僕がいま、あなたに⼿紙を書いている理由です。あなたが求めてい

る「勝利の法則」が、ここに存在します。 

 

こう書くと「胡散くさい」「詐欺っぽい」と思うかもしれません。ですが、怪しい話で

はないのでご安⼼ください。 

 

株式投資に絶対はありません。だから、この法則は失敗する可能性があります。です

が、少なくとも「過去に勝利した」⼿法があります。 

 

それも、１度や２度の勝利ではありません。何年、何⼗年という株価データを集計して

調べてみても「勝ち続けた」⼿法があるのです。こういう⼿法を「勝利の法則」と書いて

います。 

 

論より証拠。つべこべ⾔うより、実例をお⾒せしたほうが信じてもらえるでしょう。 



右のグラフをご覧ください。 

 

これは、僕が実際に使っているトレード

⼿法のシミュレーション結果です。 

 

過去20年分の株価データを集計する

と、このトレード⼿法の成績は 20年間ず

っと右肩上がりでした。 

 

先⽇、僕はこのトレード⼿法で 70 万円儲けました。元⼿は 2000 万円。利益が出るの

にかかったのは、わずか２⽇でした。２⽇で 70 万円も儲けられたのです。 

 

このトレード⼿法が上⼿くいったのには、ちゃんとした理由があります。「企業価値が

上がり、株価が上がらないとおかしいタイミング」に買いシグナルが点灯し、「企業価値

が下がり、株価が下がらないとおかしいタイミング」に売りシグナルが点灯するのです。

（勿論、外れることもあります。実際、この⼿法では、半分がダマシでした。） 

 

「勝利の法則」をまとめた 
成功事例集を差し上げます 

 

僕の⼿元には、これ以外にも「勝利の法則」が 100 種類以上あります。そして、この

数はこれからも増えていくでしょう。これらを武器に、僕は「いま上がらないとおかしい

株」を買い集め、「いま下がらないとおかしい株」を売り払っています。 

 

正直、僕の⼿元には使い切れないくらいの種類があります。お⾦が増えてきたらいずれ

使うつもりですが、正直、10 個も使えば⼗分に儲かっているというのが現状です。 

 

だから僕は、この研究成果をあなたに共有することにしました。この成功事例集には、

僕がトレードで成功した最近の事例を３つ収録しています。この３つのトレードで、僕は

750 万円以上を儲けました。 



 成功事例集に収めたのは、僕がいまも使って

いる主⼒級のトレード⼿法です。 

 

未来のことは断⾔できませんが、少なくとも

僕は、これらのトレード⼿法は「これから何年

も使い続けられるだろう」と思っています。 

 

  この成功事例集には、僕が実際にエントリー

したポイント、エグジットのポイント、参考に

した経験則、そして、シグナルチェックに使え

る無料サイトをまとめました。 

 

これを読めば、あなたは中原のトレード⼿法

を、すぐにでも「パクる」ことができます。 

 

いままで「なんとなく」買っていただけの株

も、これからは「こういう勝算があるから」と

⾃信を持って買えるようになるでしょう。 

 

なぜ、成功事例集をプレゼントするのか︖ 
 

あなたは、良識のある個⼈投資家でしょう。良識のある⽅だからこそ、「なぜ、こんな

ことをするのか︖」「何かウラがあるのではないか︖」と疑う気持ちがあるでしょう。 

 

なぜ、僕が成功事例集を配るのかというと、理由は２つあります。 

 

１つは、ちょっとした⾃⼰満⾜です。先ほども書きましたが、僕はこの⼿のトレード⼿

法を 100 種類以上持っています。こんだけあっても、全てを使い切れません。それに、配

っても⾃分が儲からなくなる⼼配もありません。 

 



だったら、「個⼈投資家の⼈に配ってみて、共通の話題を持てる⼈が増えたほうが楽し

いじゃないか」という気持ちになりました。 

 

もう１つは、⾦銭的な理由です。僕はこの成功事例集が「有効」と⼼の底から信じてい

ますし、実際に使って儲けています。ですが、それでも 100%確実とはいきません。 

 

個⼈投資家として⾷っていくこともできますが、ビビリな僕は「収⼊源が株だけ」とい

うのは、正直、⼼臓に悪いです。だから、いままで学んだことを切り売りして、もっと安

定した収⼊源が欲しいと思っています。 

 

 この成功事例集はワイロです。あなたが、僕が書いている「資産運⽤ニュースレター」

を試してくれれば、先ほど紹介した成功事例集を無料で差し上げます。 

 

累計購読者 1983 ⼈ 
「勝利の法則」を探求する個⼈投資家が読む 

【資産運⽤ニュースレター】とは︖ 
 

 資産運⽤ニュースレターは、僕が書いている

⽉刊誌です。毎⽉１冊、あなたのご⾃宅まで、

最新のトレードノウハウをお届けします。 

 

 ニュースレターには、僕のトレードで儲けた

⽅法や、何年も右肩上がりで利益を出し続けた

「勝利の法則」（経験則）を収録しています。 

  

 逆も然りで、⼤きな失敗があったときには、

「どうすれば次から失敗（損）を防げるか︖」

といった、マイナスを減らすための⼯夫も収録

しています。 

 



 このニュースレターは新聞とは違います。 

 

読んだら使い捨てのニュースは取り扱いません。その代わり、何年も利益を⽣み出して

きた「勝利の法則」を取り扱います。だから、「読んだら終わり」の使い捨てどころか、

「読んでからが本番」で、みるみるノウハウが積み上がっていきます。 

 

このニュースレターは本とも違います。 

 

「ワクワクするけど使えない」投資理論は取り扱いません。その代わり、僕が実践して

いるとトレード⼿法を、エントリーポイントやエグジットポイントまで具体的に書いてい

ます。これを読めば、僕のトレード⼿法をそのまま「パクる」ことができます。 

 

これまで、このニュースレターでは、以下のようなテーマを取り扱いました︓ 

 

☑ 過去の⾦融引締局⾯を勝ち越し、僕も 150 万円儲けたグロース株のトレード⼿法 

☑ リーマン危機やコロナ危機を勝ち越した、僕も 70 万円儲けた空売り⼿法 

☑ ⾼インフレをプラスで乗り切った、僕も 100 万円儲けた資源株のトレード⼿法 

☑ 2022年の世界同時株安でもプラス、僕も 500 万円儲けた不景気に強い投資法 

 

⾝銭を切って、効果を確認しています 
 

本当に使えるのか︖と疑問に思うかもしれません。あなたがそう思うのも無理ありませ

ん。今までいろいろな「ノウハウ」を⾒てきたでしょう。 

 

試しにセミナーに参加しても登壇するのはいわゆる「専⾨家」で、⾝銭を切っている実

践家ではないことも多いです。だから、セミナーに参加したものの「あまり勉強にならな

かったな…」と、ほとんどメモを取らずに帰ったこともあるでしょう。 

 

しかし、このニュースレターは違います。ニュースレターで書いていることの多くは、

筆者が⾝銭を切って、効果を確認したものです。 

 



ニュースレターでは裏付けのあるもの（⾝銭を切って調べたか、経験則を確認できたも

の）を特集しています。すでに読者になっている⽅からは、「とても実践的だった」「も

っと早く出会っていれば」というお声を多数頂いています。 

 

500 円でお試しできます 
 

 僕の成功事例集やニュースレターは他では売っていませんし、⼿に⼊れることができま

せん。成功事例集だけでも、僕が何年もかけて研究してきたノウハウを詰め込んでいま

す。たくさんの失敗の中から、本当にうまくいった事例を取り上げています。机上の空論

ではありません。 

 

 でも、あなたが「資産運⽤ニュースレター」をお試ししてくれるなら、無料で⼿に⼊り

ます。 

 

 資産運⽤ニュースレターの料⾦は⽉額 5,500 円です。でも、初⽉は特別に500円で

プレゼントします。内容が気に⼊らなければ、初⽉に解約してください。そうすれば、

あなたの負担は 500 円しかありません。 

 

 ニュースレターを製本して、あなたのご⾃宅へお届けするだけでも、1000 円くらいか

かります。それに、ニュースレター１冊を書くために何⼗時間と時間をかけていますし、

研究のために何⼗万円もする分析ソフトや、データ解析サービスを使ったりしています。

だから、１冊 500 円では⼤⾚字です。ですが、このクオリティを体感していただければ、

定価となる２カ⽉後以降もまた続けて下さる⾃信があります。 

 

 まとめると、、、 

 

l 資産運⽤ニュースレターは、書店やアマゾンでは買えません。 

l 万が⼀満⾜できなければ、すぐに解約できますのでリスクは 500 円だけです 

  



株式投資では、たった１つのアイデアを、知っているか、知っていないか。それだけ

で、利回りが⼤きく変わります。このニュースレターを読み、⼈⽣を変えてください。 

 

今すぐ、お試しください 
 
1. まず、この⼿紙の下にあるリンク（QRコード）から申し込みを完了することで、 

ニュースレターを 500 円から受け取れます。 
2. お申し込みから、約 10〜15営業⽇で、あなたの元に、ニュースレターの最新号が届

きます。 

 

⽉額 5,000 円＋税（初⽉ 500 円） 
※当⽉末以降、毎⽉末に⾃動更新です 

https://stockforecast.net/form_if.cgi?

type=5&id=_LETTER 
※解約をご希望の⽅は専⽤窓⼝（https://stockforecast.jp/?page_id=1010）より、 
⽒名、連絡先（Eメールアドレス）、商品名を明記のうえ、解約の旨をご連絡ください 

 
例）7 ⽉ 11⽇に申し込んだ場合、 
初回決済︓7 ⽉ 11⽇（初回 500 円）→10〜15営業⽇後に 7 ⽉号をお届け 
次回決済︓7 ⽉ 31⽇（5,000 円＋消費税）→８⽉中旬頃に８⽉号をお届け 
以降、毎⽉末に⾃動更新 

 

https://stockforecast.net/form_if.cgi?type=5&id=_LETTER


まだ決⼼がつかない⽅へ… 

 

それでもまだ、「どうしようかな…」と悩んでいる⽅へ。すでにニュースレターを購読

している受講⽣から、⽣のお声を頂きました。参考になると思いましたので、紹介させて

下さい。 

 

K さん 「出会えて本当に良かった」（資産運⽤歴 6 年） 
 

資産運⽤を初めてまだ 1年なのですが、早い段階でこのニュースレターと出会えて本当

に良かったと思っています。ニュースレターをきっかけに今後の⽬指す⽅向が定まりまし

た。インデックス投資とシステムトレードの２つを軸に⽣涯利益の最⼤化をはかります。 

 

内容は資産運⽤に関するマインドセットから、具体的かつ即効性のあるアイデアや⼿法

など多岐に渡ります。また、中原さん⾃⾝の運⽤成績や運⽤⽅針も⾚裸々に公開されてお

り、⼀流の投資家の思考回路に触れられる貴重な機会です。 

 

今後の資産運⽤の成績にとても良い影響がありそうです。「知っている」から「出来て

いる」の段階に落とし込めるよう、何度も読み返します。この後のニュースレターも楽し

みです。 

 

S さん 「シンプル is best!」 
 

3⽉号を読んで、初めて少しぼんやりとした株の取引の情景が⾒えてきた様に思えま

す。シンプル is best! これが最⾼です。何事もシンプルが美しく、そして、真実だと思

います。まだ、頭の中では靄がかかっていますが、全⼒で整理しています。 

 

中原先⽣、お若いのに、中々、含蓄のあるお⾔葉、恐れ⼊ります。これからの進化と、

更なる、私ども、初⼼者へのアドバイスをお願いいたします。 

 



S さん 「奥が深い上に、幅も広い」（資産運⽤歴 6 年） 
 

最初は、「あれ?思っていたよりかなり薄い・・・」と感じましたが、内容は、奥が深

い上に幅も広いですね。まだ 3冊⽬ですが、もうすでに、おいて⾏かれています。 

 

インデックス投資のことから、シストレのことから、実運⽤の話、etc・・・なかでも私

が⼀番いいなと思うのは、マインド(資産運⽤の⼼得?)の話です。 

 

勉強熱⼼な⽅なら、もしかして⼀度はどこかで、聞いたり、本で読んでいて知ってい

て、「今更そんなこと知っているよ」という話もあると思います。でも、たぶんそれを実

践できている⽅は、ごくわずかなのだと思います。 

 

「誰もが知っているけど、実は実践できてないこと」を中原さんの⾔葉で、「⼤切だ」

と説明してくれるだけで、⾃分の中で、「ストン」と落ちていく、そんな感じなんです。 

これは、中原さんの⼈柄のなせる業ですね。 

 

もちろん、シストレなどのワクワクする、⾼度でマニアックな話も⼤好きで、深く追及

したくなるので、この本を隅々まで、ちゃんと活⽤するには、かなりの覚悟が必要だと感

じています。（笑） 

 

 

M さん 「友⼈にも推薦したい」 
 

漠然とした概念から精度の⾼い分析へ、具体的な購⼊・売却等のバリュー株（投資）へ

の取組がよく理解できて実践している。投資・投機をを分散した構成で、包括的に考える

ようになり今後の⼈⽣観にも影響を受ける結果と成っている。・・・有難う御座います。 

 

今後も継続予定です、更なる内容の充実とポイントのレクチャーをよろしくお願いいた

します。 

 

 



今すぐお試しください 
⽉額 5,000 円＋税（初⽉ 500 円） 

※当⽉末以降、毎⽉末に⾃動更新です 

https://stockforecast.net/form_if.cgi?

type=5&id=_LETTER 
※解約をご希望の⽅は専⽤窓⼝（https://stockforecast.jp/?page_id=1010）より、 
⽒名、連絡先（Eメールアドレス）、商品名を明記のうえ、解約の旨をご連絡ください 

 
例）7 ⽉ 11⽇に申し込んだ場合、 
初回決済︓7 ⽉ 11⽇（500 円）→10〜15営業⽇後に 7 ⽉号をお届け 
次回決済︓7 ⽉ 31⽇（5,000 円＋消費税）→８⽉中旬頃に８⽉号をお届け 
以降、毎⽉末に⾃動更新 
 

追伸 

このお⼿紙で１カ⽉あたり「100 名」を超えて、受講⽣を募集することはありません。先

延ばしにすると、このチャンスを逃すことになるでしょう。そうならないようにご注意く

ださい。誰かがあなたの分を横取りする前に、いますぐお申し込みを。 

特定商取引法に基づく表記︓https://stockforecast.jp/?page_id=1130  

個⼈情報保護⽅針︓https://stockforecast.jp/?page_id=1125 

https://stockforecast.net/form_if.cgi?type=5&id=_LETTER

