
FX・株価指数FX・株価指数
実践セミナー実践セミナー

※本セミナーは、東京金融取引所の「くりっく 365」及び「くりっく株 365」の金融商品取引契約等の
締結を勧誘する目的がございます。
※本セミナーは、カネツ商事株式会社と AI ゴールド証券株式会社の共催で開催いたします。

こんなお悩みありませんか？

FXのことはまったく分からないけど、FXの世界に触れてみたい

「株価指数」って聞いたことがあるけど、難しそう・・・

YouTube や本などで勉強しているけど、全然成果につながらない

FXや投資についての疑問を、プロに直接相談したい

《トルコ出身エコノミスト》《トルコ出身エコノミスト》
エミン・ユルマズ氏エミン・ユルマズ氏

池辺 雪子氏池辺 雪子氏
《現役カリスマ主婦トレーダー》《現役カリスマ主婦トレーダー》

FX・日経 225・NYダウFX・日経 225・NYダウ

これで差がつく、実践セミナー！

33
名古屋・東京・大阪・福岡・高崎　同時開催！

※日経平均株価（日経225）

1212月月 日（土）日（土）
参加費
無料

このセミナーに申し込む

https://www.kanetsu.co.jp/
https://www.aigold.co.jp/


これから FXを始めてみたい。株価指数取引もやってみたい。今年こそ投資にトライしたい。
そんな方は、まずは FXや株価指数など、投資に詳しい人の話を聞いてみてください。
投資の方法は千差万別。投資家の数だけ投資の方法があります。
投資先は？金額は？手堅くいくか攻めていくか？何を重視するのか？何を優先するのか？

本セミナーでは、TV出演や執筆も多数のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏と、実際に FX
をやっている現役トレーダーの池辺雪子氏が講師として登壇します。
プロの分析を教わる機会はなかなかありません。
また、投資経験者で、しかも投資で『勝った』経験のあるトレーダーから話を聞くチャンス
です！

本セミナーは、ご自身の投資に対する考えをまとめたり、投資スタイルを決めるのに、きっ
とお役に立てると思います。

投資で勝ち方を学ぶには・・・

手法を学ぶ前に、まずは誰から教わるかが大事です

信頼のW講師の講演は必見！
■エミン・ユルマズ氏
トルコ出身のエコノミスト、為替ストラテジスト。経済の動きや市場トレンドなどについ
て調査・分析・予測し、ストラテジー（Strategy＝戦略）や方針を立案する専門家。

■池辺雪子氏
現役カリスマ主婦トレーダー。これまでの投資で 8億以上もの利益をあげた経験を持ち、
独自に開発したチャート分析で為替相場を読む。

このお二人の講演は、「投資で勝つ」ためのヒントが満載！
FXや株価指数取引について、初心者から取引中の方まで、わかりやすく解説していただき
ます。

お電話でのお問い合わせ
（平日 8:30 ～ 20:00）

0120-13-8686
このセミナーに申し込む



トルコ・イスタンブール出身。16 歳で国際生物学オリンピック
の世界チャンピオンに。1997 年に日本に留学。1年後に東京大
学理科一類に合格、東大工学部を卒業。その後同大学院で生命工
学修士を取得。2006 年野村証券入社、投資銀行部門、機関投資
家営業部門に携わった後、2016 年に複眼経済塾の取締役・塾頭
に就任。

【主な著書】
日本経済復活への新シナリオ (KADOKAWA)
コロナ後の世界経済 ( 集英社 )
米中新冷戦のはざまで日本経済は必ず浮上する ( かや書房 )
それでも強い日本経済！ ( ビジネス社 )

【コラム】
日経マネー ( マンスリー )
ダイヤモンド ZaiFX( ウィークリー )

講師紹介

・マーケットアナライズ＋（BS12 トゥエルビ）
・田村淳の訊きたい放題（東京MX）
・ウェークアップ＋（読売テレビ）
・日経プラス 10 サタデーニュースの疑問（テレ東）
・ストックボイスマーケットワイド（東京 MX）

テレビ出演 著書

エコノミスト・経済コラムニスト

エミン・ユルマズ 氏

講師紹介

今までの投資で、8億円以上の利益をあげた実績を持つカリスマ
主婦トレーダー。元祖『ミセス・ワタナベ』としても名高い。
自身の投資経験から独自に開発した「yukikoV チャート」（特許
取得済）は、初心者の方にも売買のタイミングが分かりやすいと
好評。
現在では、自らの経験をもとに投資・納税に関するセミナー・執
筆活動を行っている。
また、大の旅行好きで国内海外問わず様々な場所へ訪れている。
国内の温泉はすべて回っているほか、これまでに訪れた国は
58 ヶ国にのぼる。

トレーダー

池辺 雪子 （イケベ  ユキコ）氏

著書



お電話でのお問い合わせ
（平日 8:30 ～ 20:00）

0120-13-8686

よくある質問

セミナーへの参加は本当に無料でしょうか？

ご安心ください。セミナーに関する費用は一切無料です。

Q

A

Q 当日は、都合が悪くて参加できませんが。資料だけもらうことはできますか？

A はい、可能です。インターネットでお申込みの際に、「資料のみ希望」とご記入ください。
お電話にてお申込みの方は、その旨をお申し出ください。

Q セミナー参加には、招待状が必要でしょうか？

A はい、必要です。
ご参加いただけるお客様には、セミナー開催日までに、ご自宅宛てに招待状をはがきで
お送りいたします。（メールにての対応もございます。お問い合わせください。）

Q 当日、口座開設の手続きはできますか？

はい、可能です。
ご希望の方は、印鑑とマイナンバー確認書類及び本人確認書類をお持ちください。

A

お気軽にお問い合わせください。

このセミナーに申し込む



お申し込み

全国５会場にて同時開催
＜東京・大阪・福岡・高崎はライブビューイングになります＞

名古屋

オンライン
ライブビューイング

会場

東京
会場

大阪
会場

オンライン
ライブビューイング

福岡
会場

オンライン
ライブビューイング本会場

ウィンクあいち　1102号室
（愛知県産業労働センター）

名古屋市中村区名駅4-4-38
（JR名古屋駅より徒歩5分）

地図

名古屋会場で
申し込む

カネツ商事　東京本店
セミナールーム

東京都中央区日本橋久松町12-8
プライム日本橋久松町7F

（都営浅草線・東日本橋駅より
　　　徒歩3分）

地図

カネツ商事　大阪支店
セミナールーム

大阪市中央区石町1-2-9
天満橋シルバービル7F
（天満橋駅より徒歩3分）

地図

カネツ商事　福岡支店
セミナールーム

福岡市博多区中洲5-4-18
ツイン・K・ビル1F

（中洲川端駅より徒歩2分）

地図

東京会場で
申し込む

大阪会場で
申し込む

福岡会場で
申し込む

これで差がつく、実践セミナー！
『FX・株価指数実践セミナー』

2022年3月12日（土）

受付　13:00～13:15
講演　13:15～17:00

ウインクあいち（名古屋）

無料

東京会場：カネツ商事本店
大阪会場：カネツ商事大阪支店
福岡会場：カネツ商事福岡支店

高崎会場：ビエント高崎

エミン・ユルマズ 氏
「為替・株価の潮流を読む！」

池辺　雪子 氏
「池辺流FX・株価指数トレードのススメ」

セミナー名

開催日

開催時間

参加費

開催会場

ビューイング会場

講師

※申し込みはカネツ商事のページに遷移します

オンライン
ライブビューイング

高崎
会場

ビエント高崎
本館会議室　601

群馬県高崎市問屋町2-7
（JR高崎問屋町駅から徒歩5分）

地図

高崎会場で
申し込む

https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodm-b26916290f9c198df8fe6ce17272b0a4
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodm-b26916290f9c198df8fe6ce17272b0a4
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodn-0fdaabb5f7d34bcfcbd731de10610c79
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodn-0fdaabb5f7d34bcfcbd731de10610c79
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodo-ff89be8c5e5dd151ba1ddc27de97e406
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodo-ff89be8c5e5dd151ba1ddc27de97e406
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodp-127aff2b8ff25c5d098a269ba20e46d6
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbodp-127aff2b8ff25c5d098a269ba20e46d6
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbpdq-a48b89e97f70670c5c550f538b029bd6
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbpdq-a48b89e97f70670c5c550f538b029bd6
http://www.viento-takasaki.or.jp/about/access.html
https://www.winc-aichi.jp/access/
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html


カネツ商事は、東京金融取引所の取引参加者であるAIゴールド証券を
仲介先とする、「くりっく365」「くりっく株365」の仲介業者です。
長年にわたり、“相談できるFX取引”として、経験豊富なコンサルタン
トがお客様からのご質問や相場情報・口座管理などの相談にのりなが
ら、パソコンの操作に自信のない方でも安心してお取引いただけるよ
うにお取引をサポートさせていただいています。

また、初心者の方向けのセミナーを、会場型でもオンライン型でも毎
月開催しております。
内容は、FXや株価指数証拠金取引がはじめての方でもわかりやすいよ
うに構成しています。

東京・名古屋・大阪・福岡に拠点がございます。
お気軽にお問合せください。

カネツ商事株式会社

カネツ商事のご紹介

【オンライン】はじめてでもよくわかるFX・日経225セミナー

平日　20:00～20:45

投資ビギナーの方に、FXの基本的な仕組み、取引の方法、銘柄選びなど
FXの基礎から実践までをやさしく解説いたします。
今、知っておきたいFXの知識。FXデビューセミナー。
お申し込みはこちら

【オンライン】テクニカル入門セミナー

平日　21:00～21:20

【テクニカル分析】はFXや株式投資、あるいはコモディティの相場
分析にも力を発揮します。
これから、FXや株式投資に本格的に取り組みたい、そのためにテク
ニカル分析の基礎的な力をつけたいと考えている方におすすめのセ
ミナーです。
お申し込みはこちら

平日　8：30～20：00　（お近くの支店につながります）
0120-13-8686

https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbldr-4f7be58a0361aa99f92348794153dea6
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lcm-nbldr-4f7be58a0361aa99f92348794153dea6


【株価指数について】
日経平均株価（日経225）：「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手
法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産
権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引（以下「本件証拠金取引」といいます。）に関するす
べての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所（以下「金融取」といいます。）およびその参加者の責任であり、それらにつ
いて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「
日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方
法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表
する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）：Dow Jones Industrial Average™（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は、S&P Dow JonesIndices LLC（
以下「SPDJI」）が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「
Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings,LLC（以下「DJTH」
）からSPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所（以下「金融取」）による一定の目的のために、SPDJIから金融取へ使用に関
するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウリセット付証拠金取引は、
SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関し
ていかなる保証・表明もしていません。

（カネツ商事・AIゴールド証券共催）
【注意事項】
新型コロナウィルスを含む感染症の予防および拡散防止対策のため、ご来場の皆様に以下のご協力をお願い申し上げます。
・受付にて検温させていただき、37.5度以上の方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
・入口（受付）にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご来場の際等にご利用ください。
・来場者の皆様の安全及び公衆衛生を考慮し、全スタッフにマスク着用を義務付けております。来場者の皆様におかれましても、
マスクの着用をお願いいたします。
・会場で体調不良であることが見受けられた場合、状況によって受講を取り止めていただく場合がございます。
・諸事情により、やむなく主催者の判断でセミナーを中止にする場合がございます。万が一中止の場合には、お申込みいただいた
お客様には主催者よりご連絡させていただきます。予めご了承ください。

【重要事項】
・本セミナーは「くりっく365」及び「くりっく株365」取引の契約等の締結を勧誘する目的がございます。
・お客様の個人情報は、カネツ商事及びAIゴールド証券からのセミナー案内、相場情報の提供、勧誘以外の目的では利用いたしま
せん。個人情報の利用目的及び共同利用の範囲等につきましては各社のホームページをご覧ください。
・「くりっく365」及び「くりっく株365」は株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している「取引所為替
証拠金取引」「取引所株価指数証拠金取引」の愛称として使用するものです。

【仲介業者】
カネツ商事株式会社
東京都中央区日本橋久松町12-8　TEL：03-3662-0111　
[金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）第579号　農林水産省・経済産業省登録第9号]
カネツ商事は、AIゴールド証券の委託を受けて、くりっく365、くりっく株365、商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取
引の勧誘を仲介業により行う金融商品仲介業者、商品先物取引仲介業者です。
口座開設のお申し込みは株式会社東京金融取引所及び株式会社東京商品取引所の取引参加者であるAIゴールド証券へ仲介します。
カネツ商事はAＩゴールド証券の代理権は有しておらず、お客様から金銭または有価証券を受け入れることはできません。
・会社概要はこちら
・個人情報保護宣言はこちら
・勧誘方針はこちら
・リスクについてはこちら

【取引参加者】
AIゴールド証券株式会社
東京都中央区日本橋久松町12-8　TEL：03-6861-8181
[金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第282号]
AIゴールド証券は株式会社東京商品取引所の取引参加者であり、株式会社大阪取引所の取引参加者であるフィリップ証券株式会社
を取次先とする金融商品取引業者・商品先物取引業者です。
加入協会：日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会　日本商品先物取引協会
・会社概要はこちら
・個人情報保護宣言はこちら
・勧誘方針はこちら
・リスクについてはこちら

お電話でのお問い合わせ
（平日 8:30 ～ 20:00）

0120-13-8686
このセミナーに申し込む

https://www.kanetsu.co.jp/about/company.html
https://www.kanetsu.co.jp/about/privacy.html
https://www.kanetsu.co.jp/about/policy.html
https://www.kanetsu.co.jp/item/risk.html
https://www.aigold.co.jp/kaisha/gaiyo.htm
https://www.aigold.co.jp/kaisha/privacy.htm
https://www.aigold.co.jp/kaisha/kanyu.htm
https://www.aigold.co.jp/risk/

