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私が最も尊敬するアナリストである太田二郎さんから 

最上級の『無料プレゼント』を頂きました。 

 

株式投資をやっている方にとっては 

すぐにお金を稼げて、かつ一生モノのプレゼントになると 

断言できる内容です。 

 

必ず、この本文内のプレゼント動画を手にしておいて下さいね。 

 

期間限定の公開になるので 

いつ削除されるか分かりませんので・・・ 

 

 

ちなみに『無料プレゼント』といっても 

内容の薄いレポートを配ってハイ！終了！なんてことには 

絶対にしないのでご安心ください^^ 

 

 

プレゼント動画に出演される方も、太田二郎さん達が設立した 

投資顧問会社の同僚で数百億、数千億を超える規模で相場を 

動かしてきた『本物のファンドマネージャー』です。 

 

 

ですから、よくある雑誌や書籍を 

１００冊読んでも手に入らない、 

超・優良情報だと断言できます^^ 

 

 

絶対に損はしない内容になっているので 

必ず手に入れて下さいね^^ 

 

 

太田二郎さんのプロフィールはこちらです。 

日本最高峰のFXアナリストであり、 

【FX取引】というシステム自体を日本に持ち込んだ先駆者です。 

=================================== 

 

■太田二郎■ 

 

外国為替取引の自由化前となる1979年来、 

外国為替取引（FX）に従事し、ポジション・テークから始まり、 

後には法人・企業間との外国為替取引を担当。 

 

FX個人向け取引との関わりは1998年と 古く、 

英ナショナル・ウエストミンスター銀行 

（現在のロイヤル・バンク・オブ・スコットランド銀行）で、 



日本の業者向けにマージン取引の営業を開始し、 

FX個人向け取引のフロンティアとして 活躍。 

 

2002年以降は日本・米国のFX業者で、 

日本の個人投資家向けのセールスや、 

FXストラテジストとして活躍。 

 

為替取引歴30年のＦＸ業界のパイオニアであり 

『日本にはじめてFX取引を導入した男』とも呼ばれ 

業界のプロ達からも注目されている。 

 

 

以下は、太田二郎さんからのメッセージです。 

 

==================================================== 

 

 

はじめまして。 

 

太田二郎です。 

 

 

今回、私が直接メッセージを書いているのは 

他でもありません。 

 

日頃の感謝を込めた、特別なお知らせがあるからです。 

 

 

そう、あなたに安定的に稼いで貰う為に 

最高のプレゼントをご用意しました。 

 

当然ながら、お届けするプレゼントは完全無料。 

登録は不要でURLをクリックするだけ。 

しかも、複数ご用意しました。 

 

市場に出回っている価格に合わせて 

一般販売してしまえば、 

 

１つにつき5万円～１０万円はする、 

有料級のスペシャルプレゼントを 

特別にお送りしたいと思います。 

 

 

さっそくですが、 

そのプレゼントはこちら 

 



 

《ヘッジファンドが実践する暴騰銘柄の見分け方（非売品）》 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbz_nVSC35c 

 

 

詳細は上のURLから 

データをご確認いただきたいのですが、 

 

この《暴騰銘柄の見分け方）》というノウハウを手に入れることで、 

 

■どういった銘柄が暴騰するのか 

 

■暴騰銘柄に共通するサインとは何か？ 

 

■どのタイミングでエントリーし、利益確定刷るのか？ 

 

 

といった内容をマスターして頂くことが 

できます。 

 

 

あえて説明するまでもない話ですが 

一度、暴騰銘柄の見つけ方をマスターすれば 

何度も、何度も、暴騰銘柄のサインを見極めて稼ぐことができます。 

 

 

たとえば、２０１５年の株式市場でも、 

以下の銘柄が急激に暴騰しました。 

 

１. <8462> ＦＶＣ    ＪＱ    1422％ 

２. <3660> アイスタイル 東証１   770％ 

３. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証１   541％ 

４. <3778> さくらネット 東証１   470％ 

５. <6029> アトラ    東証Ｍ   399％ 

６. <3663> アートＳＨＤ 東証２   357％ 

７. <3399> 山岡家    ＪＱ    304％ 

 

 

もちろん、これ以外にも暴騰銘柄は多々あります。 

 

 

「投資をはじめたいけど資金がない・・」 

と嘆く方は多いですが、もしも、あなたが 

暴騰銘柄にお金を突っ込んでいたとしたら・・・？ 

 

 



１００万円の投資資金でも、 

例えば <8462> ＦＶＣに突っ込んでいたら 

イキナリ１０００万円以上を手にしていたことになります。 

 

１００万円の投資資金でも、 

<3660> アイスタイルに突っ込んでいたら 

７００万円以上を手にできていました。 

 

<6619> ＷＳＣＯＰＥならば、 

５００万円以上になっています。 

 

 

このように 

 

【暴騰銘柄】を見極め、 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

的確にエントリーできるスキルを手に入れたら、 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

収入は青天井。 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

年に数回、小さな資金を突っ込んでおけば 

あとは寝てても多額の報酬を手に入れることができる。 

 

 

これが、投資の醍醐味です。 

 

そして、その『暴騰する銘柄』を見分ける方法が、 

こちらの動画になります。 

 

 

《ヘッジファンドが実践する暴騰銘柄の見分け方（非売品）》 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbz_nVSC35c 

 

 

私の同僚で錬金術マスターアカデミーでタッグを組ませて頂いた、 

私が最も尊敬するS氏が解説する動画なので 

安心してご覧ください。 

 

 

 

完全無料、制限なしのプレゼントなので 

是非何度もご覧くださいね。 

 

一般販売は一切行っていない、非売品となっております。 



 

期限終了次第、閲覧できなくなるので、 

早めにご視聴をお願いします。 

 

 

この《暴騰銘柄の見分け方》のノウハウを手に入れることで、 

２倍、３倍、あるいはそれ以上に暴騰する銘柄を見分ける 

【嗅覚】を手に入れることができます。 

 

 

 

さらに、２つめのプレゼントをご提供します。 

 

 

そのプレゼントは… 

 

<株式投資で勝つための９つのポイント秘伝書（20,000円相当）> 

http://hedgefund-banking.com/tv/wp-content/uploads/2015/06/hidensho_kab.pdf 

 

です。 

 

 

株式投資に関するノウハウですが、 

これも軽く２万円はするレベルの 

一般の方には非公開のPDFなので、 

 

上のダウンロードURLをクリックして 

今すぐ手に入れておいてください。 

 

会員登録不要、完全無料、 

１クリックでダウンロードできます。 

 

特別に用意したものなので、 

他の方にURLは教えないでくださいね。 

 

ツールの詳細はダウンロードして 

確認していただきたいのですが、 

 

『株式投資で勝つ理由、負ける理由が明確にわかる』 

内容になっております。 

 

 

■コメンテーターや、投資系雑誌を”決して”信じてはいけない理由とは？ 

 

■最短最速で投資富豪を実現させる、”常勝取引”のシナリオとは？ 

 



■チャートだけで取引する投資家の”９割が破産”に追い込まれる科学的理由とは？ 

 

などなど、通常、決して表には出ることがない、 

第一線で活躍しているプロ投資家たちの秘伝の技を 

期間限定で無料公開します。 

 

 

是非、実践してみてくださいね。 

 

<株式投資で勝つための９つのポイント秘伝書（20,000円相当）> 

http://hedgefund-banking.com/tv/wp-content/uploads/2015/06/hidensho_kab.pdf 

 

 

 

そして、最後に私から過去、最大級にて最強のプレゼントをご紹介します。 

 

 

 

今まで表には一切出てこなかった 

『ある天才投資家』からのプレゼントを発表させて頂きます。 

 

正直、この方の存在を一般に知らせるのは 

私も躊躇してしまいます。 

 

なぜなら、あまりに卓越したスキル、実績、経験をもつので 

多くの人が稼ぎすぎてしまうことが、 

予想されるからです。 

 

 

正直、日本の投資業界が荒れてしまって、 

誰もがこの『天才投資家』だけを頼る時代になるかもしれない・・ 

 

そんな予感すらしています。 

 

 

過去の実績では、相場や市況に関係なく、 

強制的に＜月８４万円の権利収入＞を確定させてきた。 

 

そんな秘密兵器が、 

遂に世の中に公開されてしまうのです。 

 

正直いって、これは事件です。 

 

草野球レベルの試合に、 

遂に本物のメジャーリーガーが登場してしまった。 

 



そんな気配すらしている 

『投資業界のレジェンド』をご紹介します。 

 

 

その『投資業界のレジェンド』は、 

日本でもトップクラスの実績を誇る方です。 

 

■元メリルリンチ証券No.1セールストレーダー 

■シンガポール三大銀行の東京本社社長 

■日本投資顧問業協会の副部会長を歴任・・・ 

 

 

いわば、金融業界の”超重鎮”といっても 

過言ではない人物。 

 

 

いつも情報交換をさせてもらっていて、 

相場を見る眼、センスには驚かされるばかりです。 

 

 

いわば、金融業界の頂点に君臨する百獣の王が 

遂に動いた！ 

 

この王様が動き出した瞬間、 

投資業界の勢力図が一気に変わってしまうかもしれない・・・ 

 

今まで、実力もないのに高額な商品を売りつけ 

利益をむさぼってきた”自称投資家”たちが 

一気にいなくなってしまうかもしれない・・・ 

 

日本で株式投資をしたいなら、 

まずは誰もが『投資のレジェンド』を頼る日が来る・・・ 

 

そんな予感すらしています。 

 

 

『これ以上の投資手法はもう出て来ないのではないか』 

 

そう言い切れるほど、 

強力かつ上質な情報を受け取れる 

最高傑作サービスです。 

 

 

恐らくですが、これを目にすることで、 

来年の収入を文字通り激変させることになるでしょう。 

 



来年からどれだけ少なくとも、 

どんな状況であろうと、 

あなたの収入面で変化が起こるでしょう。 

 

 

過去、実際にチャレンジしてみた方は 

午前中１分、午後１分の作業で 

《月収84万円》を確定させてきた実績があります。 

その超実践的な錬金術を完全公開します。 

 

 

しかも、驚かないで下さい。 

なんと、初期費用は【無料】なのです・・・ 

 

株式投資をやっている方にとっては 

速攻でお金を稼げて、かつ一生モノのプレゼントになると 

断言できる内容です。 

 

 

 

その名も・・・ 

 

 

【株ドカン！】。 

 

 

ふざけたネーミングに思われるかもしれませんが 

その名の通り、ドカン！と儲けてきた実績のある 

【１４日間完全無料】の至高のプログラムです。 

 

 

・午前１分、午後１分で作業は終了。 

 

・直近の勝率は驚くべき【１００％】 

 

・たった３通のメールで４５万円を稼いだ方続出中。 

（信用取引なら３倍の１３５万円が確定） 

 

 

・１週間に２回程度、 

 サイン通りに取引するだけ 

 

・メールの見逃しを防ぐため 

 業界初のLINEでの同時配信をスタート 

 

・ただ稼げただけでなく、日本トップクラスの 



 相場分析もセットで学べる 

 

 

などなど… 

 

常識的に考えると信じ難いかもしれませんが、 

各分野の最高レベルのチームが集結し 

実現したまさに『ドリームプロジェクト』です。 

 

 

断言しますが、実績、利益共に、 

前代未聞の最高クラスです。 

 

しかも、この 

【株ドカン！】は・・・ 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

---- 

初期費用ゼロ円で１４日間無料お試しができる 

---------------------------------------------------------------------------- 

---- 

 

信じ難いかもしれませんが、 

初期費用は無料。 

 

自信があるのでゼロ円で登録し、 

稼げるかどうかを検証してから 

有料サービスがはじまる、というもの。 

 

 

よくある情報商材では、 

『全額返金保証！』とうたっておきながら 

実際には色々と理由をつけて返金しないサービスが 

ほとんど、というものばかりですが・・・ 

 

この【株ドカン！】は、自信があるので 

最初に１円ももらわない、というものになっています。 

 

 

『自信があるからまずは無料期間で稼いでくれ』 

 

 

嘘ばかりがはびこる情報業界で、 

正直言って前代未聞ですが… 

 

 



『金融業界の重鎮』の【株ドカン！】に対する 

自信を感じていただけるのではないでしょうか。 

 

「どんなことがあっても、絶対に稼がせる。」 

 

 

■日本でトップクラス、いや・・・・ 

世界のトップクラスと断言してもいいでしょう。 

 

 

私はこれまで、金融のプロフェッショナルとして5年間 

1000名を超える個人投資家の方に、アドバイスをし続けてきました。 

 

そして、金融業界のいわゆるプロフェッショナル、 

プロのアナリストの方々とも、およそ100名を超える方と 

お会いし、情報交換してきました。 

 

その中には、年俸が数十億円を超えるような、 

いわゆる”超プロ”も含まれています。 

 

そういう多種多様な方々とお話をしている中で、 

「この人は完全に別格だ」と思う方と出会うことがあります。 

 

その人こそ、この【株ドカン！】を運用する 

ある天才アナリストです。 

 

この方は、アナリストとしての実績はもちろん、 

人柄も、日本株の的中率も、間違いなく日本トップクラスと 

断言できます。 

 

私はこのアナリストを人に紹介するときに、 

いつも「誰と会うよりも緊張する」と言ってます。 

 

それはなぜか？ 

 

それは、この方の能力があまりに高く、「下手なことを話せば 

ボロが出てしまうかもしれない・・」と恐れに似た感情が 

出てくるからなんです。 

 

アナリストとしての実績、知的レベルはケタ違いに豊富で、 

日本でも当然トップクラス、いや・・世界のトップクラスと 

断言してもいいでしょう。 

 

私がいくら「すごい」といっても、あまり説得力がないかも 

しれません。ですから、１つエピソードをご紹介します。 

 



今回、その『天才投資家』は【株ドカン！】というサービスを 

立ち上げたのですが、このサービスの年間実績が 

恐るべきものになっています。 

 

 

■【株ドカン！】が誇る恐るべき実績とは・・・ 

 

 

２０１４年１２月２５日～２０１６年２月２５日までの 

推奨銘柄の全てのデータが公開されているのですが・・・ 

 

１銘柄あたり１０万円から５０万円の資金で１年間運用して 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

１,０００万円以上の利益獲得 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

１銘柄あたり２０万円から１００万円の資金で１年間運用して 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

２,０００万円以上の利益獲得 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

なんと、こんな実績が生まれているのです。 

 

 

今日から、あなたも１４日間完全無料の 

株ドカンのお宝銘柄情報の通りに取引すれば・・・ 

 

即日稼ぎだすことも可能になります。 

 

私が最も信頼し、尊敬する投資家による 

１４日間お試しプログラムです。 

 

秘密兵器、奇跡とすら言えるレベルで 

収益を市場から強奪する取引システム。 

 

 

ちなみにですが、この 

【株ドカン！】を使って、 

 

週に２回の情報通りに取引して 

月収８４万円達成を記録しています！！ 

 

※2015年1月1日～2016年2月25日、 

一銘柄あたり10万円～50万円の資金で 

投資をした場合の平均獲得利益で算出。 



もちろん、過去の実績では 

《初月から80万円以上の収入》を 

稼ぐことに成功しています。 

 

もちろん、サイン通りに 

取引を行っただけです。 

 

あまり大きな声では言えませんが 

業界のさる実力者や有名アナリスト達も 

実際にお忍びで配信を受けていますし 

 

 

私自身、株式投資については 

平田和生さんをメンターとして師事してる 

といっても過言ではありません。 

 

これからも、【株ドカン！】さえあれば 

ガンガン稼いでいけることは確定しているので 

 

あまり多くの人には広めたくない関係上、 

ご提供できるのは【先着３００名限定】になります。 

 

 

本気でトレーダーとして成功したい、 

自由で豊かな人生を掴みたいと思っている方は、 

平田さんを頼って間違いありません。 

 

 

『誰よりも信頼し、尊敬しているが故に 

 今まで口が裂けても紹介したくなかった・・』 

 

この私の気持ちを汲んで頂ければうれしいです。 

今すぐご確認ください。 

 

【先着３００名】だけの限定募集とのことでしたが、 

告知スタート後、一気に２００名以上が申込みが殺到し、 

近いうちに【先着３００名】の枠は終了するでしょう、 

とのことでした。 

 

 

『投資に興味のある方』に配信しているので 

お申込みの殺到が予想されます。 

 

興味のある方は、先着人数が終了する前に 

今すぐお申込みをお願いいたします。 

 



【残りわずか】株ドカン！金融業界の超大物が動き出した・・ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

お申込み： http://www.infotop.jp/click.php?aid=205212&iid=66971 

 

 

 

※リンクが切れている場合、受付終了です。 

 その場合は恐縮ながらご了承ください。 

 

 

 

まずはじめに、お約束します。 

 

平田さんは、私が心から尊敬し、 

信頼する『本物の投資家』です。 

 

ですが、ただ口だけでこういっても信じて 

もらえないでしょう。 

 

ですから、この『自信の表れ』を確認し、 

行動をはじめてください。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

---- 

初期費用ゼロ円で１４日間無料お試しができる 

---------------------------------------------------------------------------- 

---- 

 

信じ難いかもしれませんが、 

初期費用は無料。 

 

自信があるのでゼロ円で登録し、 

稼げるかどうかを検証してから 

有料サービスがはじまる、というもの。 

 

 

よくある情報商材では、 

『全額返金保証！』とうたっておきながら 

実際には色々と理由をつけて返金しないサービスが 

ほとんど、というものばかりですが・・・ 

 

この【株ドカン！】は、自信があるので 

最初に１円ももらわない、というものになっています。 

 

 

『自信があるからまずは無料期間で稼いでくれ』 



嘘ばかりがはびこる情報業界で、 

正直言って前代未聞ですが… 

 

 

『金融業界の重鎮』の【株ドカン！】に対する 

自信を感じていただけるのではないでしょうか。 

 

「どんなことがあっても、絶対に稼がせる。」 

 

 

既に投資を少しでも経験している人には 

分かっていただけると思いますが、 

 

平田さんは今回のシステムを公開するにあたり、 

相当な覚悟を決めたといいます。 

 

【株ドカン！】では、どんな状況でも、 

安定的な収入を得られるよう、 

 

まずは、月収35万円、50万円、 

100万円と稼いでもらい、 

 

最終的には億を超える 

莫大な資産を作っていただくという、 

 

成功から逆算して、 

プログラムを完璧に作り込んでいるようです。 

 

ステップバイステップで、 

見本をみせながら進んでいくので、 

あなたは何も心配する必要はありません。 

 

【先着３００名】だけの限定募集とのことでしたが、 

告知スタート後、一気に２００名以上が申込みが殺到し、 

近いうちに【先着３００名】の枠は終了するでしょう、 

とのことでした。 

 

 

『投資に興味のある方』に配信しているので 

お申込みの殺到が予想されます。 

 

興味のある方は、先着人数が終了する前に 

今すぐお申込みをお願いいたします。 

 

 

 



【残りわずか】株ドカン！金融業界の超大物が動き出した・・ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

お申込み： http://www.infotop.jp/click.php?aid=205212&iid=66971 

 

 

 

※リンクが切れている場合、受付終了です。 

 その場合は恐縮ながらご了承ください。 

 

 

 

これを手に入れることで、 

来年の年末は大切な人と一緒に、 

豊かで自由なひと時を過ごしているはずです。 

 

先着300名で募集を終了しますので、 

本気で稼ぎたい人は絶対に見逃さないでくださいね。 

 

これが、いま私にできる 

最大にして最高のプレゼントです。 

 

 

ここまでお読みいただきましてありがとうございます。 

感謝してます。 

 

 

太田二郎 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

会員限定で無料公開中のプレゼントはコチラ 

------------------------------------------------------------ 

 

《元５兆円運用のファンドマネジャーによる暴騰銘柄の見分け方（非売品）》 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbz_nVSC35c 

 

《株式投資で勝つための９つのポイント秘伝書（20,000円相当）》 

http://hedgefund-banking.com/tv/wp-content/uploads/2015/06/hidensho_kab.pdf 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

■免責事項及び注意事項 



・掲載されている情報の正確性については、万全を期しておりますが、その完全性、 

適用性、正確性、有用性等いかなる保証も行っておりません。 

・当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サービス提供者及び運営会社 

は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 

・掲載された情報に基づく判断については、利用者の責任のものとし、掲載した情報 

を使用した場合に生じた損失については、その損失が特定の法律や規制のもとで生じ 

たものでない限り、情報提供者及び運営会社はこれに関わる一切の責任を負いかねま 

す。 

・ 情報配信ページ及びメールに記載されている全ての内容(情報、商標、デザイン 

等)の著作権等知的財産権は、運営会社及び権利者に帰属するものです。これら を無 

断でメールの転送、転載、使用、複製、配布、改変等を行うことはできません。万 

一、著作権等知的財産権の侵害が発覚した場合、金融商品取引法に基づき 提訴させ 

て頂く場合がございます。 

・提供情報は、情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではあ 

りません。 

▼-----------------------------------------------------------------------------------▼ 

 

 


