
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しく！手堅く！がっちり！株が大好き！横山利香です♪ 

※冒頭写真の女性は、私ではなく別人です（笑） 

 

決算発表ラッシュが一段落しました。この時期は、 

株価が大きく上下するので、私たち投資家にとって、 

とても美味しい時期でした。 

 

 そして私たちには、次にやるべきことがあります。 

それは、、、 

 

次に上がる銘柄を見つけること 

 

です。「天は自らを助くる者を助く」という言葉もあるように、待っていても、

利益は出せません。私たちの方から、次に上がる銘柄を掴み取る必要があります。 



少しだけ、個人的な昔話をさせてください 

 

私が株式投資を始めたのは 2002 年のこと。この 20 年間、私は失敗も無しに

スムーズに富を築いてきた訳ではありません。はじめは右も左も分からず、何度

も失敗を繰り返してきました。 

 

「最高だ」と思って買った株には、何度も裏切られました。仮に銘柄選びに成功

しても、「タイミング」が悪くて何ヶ月も時間を無駄にすることもありました。

リーマンショックなどの暴落に飲まれ、大きなお金を失ったこともあります。 

 

ここお話しするのも恥ずかしいくらい失敗を、何度もしてきたのです。 

 

数え切れない失敗が、いまの私をつくった 

 

私が株式投資をはじめて、もうすぐ 20 年が経ちます。それなりの利益を出せ

るようになったのは、株をはじめてから数年が経った頃でした。何度も失敗を重

ねるうちに、私は株の失敗パターンを数え切れないほど目にしてきました。 

 

失敗と同じだけ、成功も経験しました。経験を重ねるにつれ、私の失敗は減り、

成功の回数が増えていきました。時間が経つにつれて私の投資手法は洗練され、

「精度」が高まったのです。この頃になり、私はやっと株の本当の楽しさを理解

しました。気づけば、一般人には手に入らないほどの資産が手に入りました。 

 

成功のコツが分かってから、私は何度も繰り返し、同じような方法を繰り返す

ことでお金を増やし続けてきています。何度も失敗を重ねてきたおかげで、私は、

株式投資で成功を掴むための「秘伝のタレ」を見つけたのです。 



後悔の日々は、ずっと続く・・・ 

 

 経済的な自由が手に入った一方、私は過去におかした失敗を悔やんでいます。

20 年前にタイムスリップして、当時私に「秘伝のタレ」を教えられたなら…。

今ごろ、はるかに大きな富を手にしていたことでしょう。 

 

当時の失敗のせいで、私は数多くのチャンスや時間・お金を犠牲にしました。

この後悔は、これからもずっと無くなりません。今でもまだ失敗は無くなりませ

んが、自分の投資手法が洗練されればされるほど、過去の過ちが悔しいのです。 

 

もしかすると、今のあなたも・・・？ 

 

私の昔話は、これで終わりです。もしかすると、今のあなたも、昔の私と同じ

悩みを抱えているかもしれません。あなたは私よりも賢いでしょうから、きっと

失敗から抜け出し、遅かれ早かれ成功するでしょう。 

 

（そしてこれは私の予言ですが）成功を手にし、株式投資の楽しさを心の底から

理解したときに、あなたはこう思うでしょう。『もっと早く、失敗から抜け出し、

成功の法則を手に入れていたら、もっと成功できていたかもしれないのに…』 

 

この手紙をあなたに送ったのは、そんなあなたを助太刀するためです。なにも、

私と同じ失敗を、あなたが繰り返す必要はありません。一刻も早く成功の法則を

知り、株の法則を知りたくありませんか？ 

 

そこで、投資家・横山利香が、あなたのためにひと肌ぬぎます。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：横山利香 
オンライン(ZOOM)開催（お申し込み完了後、詳細をご連絡します） 

日付：９月２５日（土）１３：００～１５：００（予定） 
 

 

 

 

 

 

「成長株研究会」(オンライン開催)では、最近の市場状況や四季報最新号から、

横山利香が本気で今後の相場展望を洞察します。また、私がこれからの相場でベ

ストだと考えるトレード方針も明かしていきます。さらに、相場展望を元に、今

後上がる可能性の高いセクターや注目分野を明らかにします。 



同時に、研究会メンバーが気になっている個別銘柄について、横山利香の分析

やコメントもお伝えしています。時間の制約上、投資判断までの踏み込んだ話は

できませんが、私の知る範囲で最高のフィードバックを行わせていただきます。 

 

「成長株研究会」（オンライン開催）の内容 

 

この研究会は最新の状況を踏まえて、常に進化・発展していますので、今後、

詳細な内容は変更になる可能性もあります。とはいえ、おおよその全体像をイメ

ージするために、過去に行われた「成長株研究会」の内容についてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前半：今後の最重要テーマ 

 

あなたの注目テーマの絞り込みや有望成長株選定の参考に資する目的で、私

が考える注目テーマと関連する銘柄例について解説します。 

 

一例をご紹介すると、、、 

2018 年 9 月 22 日秋号「四季報成長株研究会」で取り上げた銘柄の一例 



 

◯私たちの生活を劇的に変化させた最新 IT 技術 

◯これからの未来を担う自動運転、電気自動車、燃料電池車などの技術 

◯今後の日本に確実に訪れるヘルスケア、介護にまつわるサービス 

 

などなど、解説するテーマは多岐にわたります。 

 

各テーマについて、私が最新の動向を交えてコメントをしていきます。事例や

チャートの分析もたっぷり紹介していますので、投資計画をすぐにイメージで

きるでしょう。もちろん、質疑応答も受け付けています。気になることがあれば、

気兼ねなくご質問ください。また、マーケットや市況に関する展望などについて

もお話したします。 

 

後半：銘柄分析 

 

成長株研究会で、もっとも人気のあるのが、

研究会メンバーの銘柄分析です。 

 

この企画では、研究会メンバーが注目してい

る個別銘柄を（任意のもとで）出し合います。

そして、横山利香が持てる限り最大の知恵を絞ってフィードバックしていきま

す。 

 

投資でよくある失敗は、「自分のアイデアに惚れ込み、盲目になってしまう」

ことです。特に、一人で投資をしていると、この状況に陥りがちです。しかし、

投資歴 20 年以上の横山利香のフィードバックを得れば、メンバーたちは今まで

気づかなかった落とし穴に気づけます。（これこそ、私が一番好きな企画です！） 



希望者のみ：懇親会（直接質問会） 

 

銘柄分析の次の目玉はこの懇親会です。 

研究会が終わった後には、引き続きオンラインにて懇親会も行います。参加者

の皆さんにマイク・カメラを ON にしていただき、横山利香さんに直接口頭で

質問することができます。実は、懇親会では、研究会中にお話しできなかった内

容もポロリと話しています。あなたの現在の注目銘柄や私の想定シナリオなど、

知っていることは何でもお答えします。 

※セミナー終了後、15 時から 30 分程度を予定しています。 

 



まだあります・・・ 

 

「成長株研究会」では、研究会メンバーに確実に成果を出していただくために、

メンバー限定の特典をご用意しています。 

 

無料特典その１：研究会の収録ビデオ 

 

「さいきん、物覚えが悪くなった…」と

悩んでいるのは、私だけでしょうか？ 

（きっと、あなたも私と同じなはず） 

 

数時間に及ぶ講義を聞いていても、 

ところどころで集中力が切れてしまうも

のです。私たちの集中力には限界がありますので、仕方がありません。 

 

とはいえ、成長株研究会では、ところどころに投資に役立つアイデアを散りば

めています。１つも残らず吸収するには、復習が欠かせません。そこで、研究会

メンバーには、研究会当日の収録ビデオを無料でプレゼントします。研究会メン

バーは、研究会のビデオをいつでも、何回でも見直すことができます。 

 

そして、これは万が一のための保険でもあります。もし、あなたがやむを得な

い事情で研究会に参加できなく平気です。また、あなたの気になる銘柄を事前に

ご提出頂ければ、研究会の中で取り上げることもできます。あなたに損をさせな

いためにも、できる限りの配慮をしています。 

 

 

 



無料特典その２：メンバー限定で大幅な割引を受けられます 

 

研究会メンバーは、１度参加するだけでも大幅にパワーアップできるでしょ

う。ですが、（私も不思議なのですが）いちど「成長株研究会」に参加した方は、

大多数がリピート参加を希望します。 

 

私としても、顔なじみの方が参加してくれると安心です。何より、何度も参加

してくれるメンバーには、継続的なサポートができます。全員が顔なじみになれ

ば、退屈な基礎的な話をスキップできます。研究会の質も、更に高まっていくと

期待できます。そういった環境を目指していることもあり、研究会をリピートし

てくれるメンバーは、大幅に割引を受けられます。 

 

嬉しいお便りが数多く届いています！ 

 

「成長株研究会」に参加された方は、その後に成功を収め、繰り返してリピート

する方が続出しています。以降では、これまでに研究会に参加したメンバーから

頂いたお便りの一部をご紹介します。 

 

 

 

R. W. さま 

横山さんのお話は、いつもわかりやすく、

今回も良かったです。女のトレーダーの方

のお話は同性としてモチベーションがあ

がります。今後、四季報も参考にしようと

思います。 

 

 



 

S. A.さま 36 歳 投資歴 3 年 

5 段階評価 5：大変満足 

前回の研究会の復習をしなかったことが

悔しいです。今回取り上げたテーマや銘

柄を復習して良いタイミングでインした

いです。 

 

 

 

T. H.さま 58 歳 投資歴 10 年 

5 段階評価 5 大変満足 

共通の目的を持った人が集まるのは素晴

らしいと思います。いつも参加するのが

楽しみです。 

 

 

 

 

H. H.さま 63 歳 投資歴 35 年 

5 段階評価 ４：満足 

チャート分析の重要さを再確認。もっと

銘柄研究・分析に力を入れるべきだと思

った。 



 

 

 

A. S. さま 48 歳 投資歴 2 年 

5 段階評価 5 大変満足 

いつも楽しみにしています。 

今回も超実践的で勉強させていただき

ました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

E. T. さま ６５歳 投資歴６年 

5 段階評価 5 大変満足 

チャート分析の重要性がわかりました。

新しい成長銘柄がどうにもついていけ

ないので勉強します。参考にします。四

季報の活用方法、視点、広がりました。 

 

 

 

Y. S. さま 58 歳 投資歴 10 年 

5 段階評価 4：満足 

金融の話は興味深かった。マザーズ小型

投資は好きなので面白そう 

 

 

 

 

M.O さま 53 歳 投資歴 6 年 

5 段階評価 ４：満足 

横山先生の選び方、チャートの見方が

よくわかりました。大変勉強になりま

した。 

 



投資のプロからもお便りを頂きました！ 

 

「成長株研究会」に参加された方は、一般投資家の方にとどまりません。その道

のプロフェッショナル（専業投資家・トレーダー）も参加し、満足頂いています。 

 

 



 



 

しかし、、、 

誰でも参加できるわけではありません 

 

 

＜1 カ月以上の経験が必要です＞ 

 

率直に言って、この「成長株研究会」には、向かない人もいます。それこそ、

「証券口座をまだ開いていない」という方には、研究会は難し過ぎるでしょう。

そこで、研究会に参加する最低条件として、「１カ月以上の投資経験のある方」

にメンバーを限定します。 



 

とはいえ、高度な知識が必要な訳ではありません。分からないことがあっても、

親身に対応する準備ができていますので、１カ月以上の経験がある方は、安心し

てお申し込みください。 

 

気になる参加費は・・・ 

 

さて、これまでご紹介してきた「成長株研究会」ですが、あなたにとっては、

どれだけの価値があるでしょうか？ 

 

「成長株研究会」では、研究会メンバーが即成果を出せるように、「足元の市況」

や「今後の相場展望」について、横山利香が全力で洞察します。株式投資では、

「正しい銘柄に投資をしていても、数年間報われない」ということもあります。

ですが、この研究会では、即成果を出していただくために、四季折々のノウハウ

やテーマを公開していきます。 

 

また、「成長株研究会」では、あなたが落とし穴に落ちることを未然に防ぎま

す。銘柄分析では、横山利香ができる限り最善のフィードバックを行います。こ

れにより、数年間、お金が増えずに停滞するリスクを避けられると期待できます。 

 

そして何より、研究会メンバーに確実に成果を出してもらうために、万全なサ

ポート体制を設けています。研究会の収録ビデオは何度も繰り返し見ることが

できます。研究会当日に見落としていたアイデアも、後日になって拾い出すこと

もできるでしょう。 

 

さいごに、あなたが受け取る「成長株研究会」の内容をまとめてみましょう。 



 

 

もちろん、投資に絶対はありません。だから、「100%成功する」とまでは断

言できません。とはいえ、それでも有望成長株を発掘できれば、株価が 2 倍、3

倍になることもザラにあります。仮に投資額が 100 万円であれば、200 万円、

300 万円と増える期待も持てるでしょう。 

 

 これだけの内容を受け取れるのだから、たとえあなたが株をはじめたばかり

の初心者だとしても、相当の腕前になれると思いませんか？ 

 

 そうなれば、毎日、訳も分からないニュースに翻弄されることもなく、無駄な

売買を繰り返して大損するリスクも避けられるでしょう。自分のペースで株を

楽しみ、家族や友人と楽しく過ごすこともできます。 

そんな「成長株研究会」は、今ならたったの３０,０００円（税抜）/ 

税込３３，０００円で参加できます。今回はオンライン開催ということで、こ

れまでよりもより参加しやすい価格としました。 

同程度のセミナーを受けると、数十万円のものがザラにあります。それと比べ

れば、格安な価格だと思います。もちろん、研究会の内容にもそれ以上の価値が

あると私たち自身も確信しています。 

 

あなたはどちらを選びますか？ 

 



はっきり言って、あなたは「成長株研究会」に参加しなくても、とっくに成功

しているでしょう。あるいは、今は成功していなくとも、これからも地道に努力

を重ねることで、いずれは成功を手にしているはずです。 

 

それでも、昔の私と同じように、「しなくても良い失敗」を何度も繰り返し、

ゆっくりお金持ちになりたいとは思いませんよね。できるかぎり失敗を防いで、

ひとっとびで成功を手に入れたいと思いませんか？ 

 

それと、繰り返しですが、この「成長株研究会」に参加できる人数には限りが

あります。席が埋まってしまう前に、今すぐお申し込みいただくことをおすすめ

します。今すぐ下のボタンを押して、今すぐ「成長株研究会」にご参加ください！ 

 

 

 
 今すぐ、「成長株研究会」（オンライン開催）

に参加する >> 
お申し込み期限は９月２１日（火）まで 

http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291
http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291
http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291
http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291


よくいただくご質問・お問い合わせ 

「成長株研究会」について、よく頂くご質問と回答を以下に列記します。 

 

Q. まだ株を始めたばかりですが、私のような初心者が参加してもついていけま

すか？ 

A. もちろん、大丈夫です。 

わからない事があったら、なんでもお答えしますし、休憩時間や懇親会の時

にも質問を受け付けています。この研究会は、すでに 3 回開催しています。

その度に株を始めたばかりの方も参加しています。彼らも、以下のご感想の

ように、「よく分かった」とおっしゃってくれています。 

 

 

Y. C. さま 60 歳 

5 段階評価 5 大変満足 

とにかくわかりやすかったです。

あっという間の３時間半でした。 

 

Q. 当日の予定がまだわかりませんので、参加は難しいかと… 

A. まだ諦めないでください！ 

万が一、参加できなくても、研究会の収録動画を受け取ることができます。

また、事前にあなたが気になる銘柄やテーマを共有してもらえれば、研究会

の中で取り上げて、解説・ディスカッションを行います。まだ諦めるのは、

早いですよ！  

 

Q. これから上がる銘柄を教えてくれるのでしょうか？  

A. いいえ。法律上の規制があるため、銘柄推奨はしません。 

研究会の事例として銘柄を紹介することはありますが、「成長株研究会」は



あくまで「学び」を目的としています。また、金商法という法律上の規制も

あることから、推奨銘柄をお伝えすることはありません。とはいえ、研究会

メンバーに最大限の情報を持ち帰っていただくため、私の持つ最大限を提供

するつもりです。 

 

Q. 返金保証はありますか？  

A. いいえ、ありません。 

「つまらなかったら返金してもらえば良いや」といった軽はずみな気持ちで

の冷やかしは迷惑です。ご参加者にはご満足いただける自信がありますので、

返金保証は行っておりません。 

 

Q. 研究会に準備しておく必要のあるものはありますか？  

A. 特に必要ありませんが、「会社四季報の最新号」があるとベストです。 

「成長株研究会」は、最新の会社四季報に基づいて注目テーマを発掘してい

きます。必須ではありませんが、メンバー全員が同じ視点で語り合うために、

準備していただくと一層、参加の意義が高まると思いますよ。 

 

Q. オンライン開催ということで、私にも参加できるか不安です。  

A. ZOOM はパソコンが操作できれば、特に難しくありません。 

ZOOM を使用し開催しますが、操作方法は難しくありません。スピーカーが

ついたパソコンから、後日ご案内する参加リンクをクリックしていただけれ

ば、参加いただくことができます。懇親会（直接質問会）では、横山利香さ

んに直接質問を行うことができることから、カメラやマイクのご準備をいた

だくと良いでしょう。ご不安な場合には、事前にお申し出いただければスタ

ッフがサポートいたします。 

 

 今すぐ、「成長株研究会」（オンライン開催）

に参加する >> 
お申し込み期限は９月２１日（火）まで 

http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291
http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291
http://fairtrade.shop-pro.jp/?pid=163230291

