
残り 19 名！ 

 

ゆうメルマガ読者限定ページ 

先着 50 名様 限定の期間限定特典！ 

 

深見純です。 

 



ここまでゆうさんのメルマガ内で、私のメッセージを読んでくださり、そして私の 

「ミラーステップ投資法」 

に興味を持ってくださり、誠にありがとうございます。 

今回、他のどこにも出していない価値ある特典付きで、 

「GYAKUSOU-FX」 

 

 

を 

ゆうさんのメルマガ読者限定 

で、用意させてもらいました。 

ゆうさんのメルマガ読者のみしか受け取れない貴重な特典です。 

他では一切手に入りません。 

 

 

http://gyakusou-fx.info/lp/2021/


実際に受講生のみに提供しているコンテンツも、一部公開しています。 

この機会を逃すと二度と受け取れなくなりますので、 

ぜひ最後までご覧いただければと思います。 

FX 経験者の方であれば、非常に価値のあるものだと感じていただけると思います。 

 

逆に初心者の方にはわからない部分もあると思いますが、 

基礎さえ理解すれば非常に簡単なことしかやっていません。 

 

FX の基礎に関しては、 

講座内でしっかり教えていきますのでご安心ください。 

 

もちろん、わからない場合はサポートも全力で行っています。 

 

 

そして、 

【期間限定で】 この特典  【全て】 

を受け取ることができるように 

準備させていただきました。 



 

 

 

1. 通貨の相関関係、逆相関とはなにか？FX の仕組みを理解する 

（動画特典） 

 

今回こちらの特典では、「GYAKUSOU-FX」の中で多くいただく質問から代表的な 2 つ

の質問について解説しています。 

 

① 「逆相関関係が理解できない」 

② 「なぜ売り（sell）から入れるのかわからない」 

 

これは、 

「貨幣（マネー）」 と 「FX（外国為替証拠金取引）」 

をそれぞれ理解すれば簡単です。 

 

そもそもマネー・貨幣とはなんだと思いますか？？ 

それ自体が独立したものではなく 



 

お金（厳密に言うと債務と債権）の行き来の"記録"であるということ。 

 

貨幣の歴史は古く、現在見つかっているものでも、最古は紀元前 3500 年頃になります。 

 

当時メソポタミア文明の時代には、神殿や宮殿の官僚たちが臣下や従属民から必需品や

労働力を徴収するとともに彼らに財を再分配していました。 

 

そして、神殿や宮殿の官僚たちが臣下や従属民との間の債権債務を計算したり簿記とし

て記録するための計算単位として貨幣という尺度を使っていました。 

 

メソポタミアで出土した粘土板にその記録が遺されています。 

5000 年以上前から、すでにお金は"記録"として存在してきたのです。 

 

このことから、貨幣の本質の 1 つとして 

 

「誰かの 黒字 は 誰かの 赤字」 

「誰かの 資産 は 誰かの 負債」 



「誰かの 債務 は 誰かの 債権」 

 

という法則が見えてきます。 

つまり、 

誰かが得をしたら 誰かが損をしている 

誰かが買っているということは 誰かが売っている 

 

残念ながら日本人のほとんどは、こういった金融経済の本質に限らず、視野が狭いです。 

 

これは日本の金融教育が世界的にもトップクラスに遅れているという原因もあります

が、中には恣意的に仕組まれたものが存在するのも事実です。 

 

法律や規制など、市場には様々な仕掛けが 

見えないように設置されています。 

 

視野の広さは一言でいうと、脳の活性具合です。 

しっかりと考え物事を表面的ではなく内面や仕組みを理解するように考えると 

本質に目がいくようになります。 



 

FX でも同じように、本質を見ると 

お金には流れというものがあります。 

 

例えば、ドル円で ロング（買い） のエントリーをするときは 

「円でドルを買っている」 

ということになります。 

 

つまり、 

円を売ってドルを買っている。 

これを逆の目線で見ると、 

ドルを売って円を買っている。 

 

このように、FX のトレードには常に逆の目線があり、ドル円が上がっているというこ

とは逆の目線で見たら円ドルが下がっている、ということになります。 

この 

「○○が上がると△△は下がる」 

 



 

 

 

 

 

と

という法則を逆相関と言います。 

 

もちろん円ドルという通貨ペアは為替市場に存在はしていませんし、 

全てが 100％必ず逆相関になるとも限りませんが、 

高い確率 でこの事象は起こります。 

 

こういった通貨ごとの関連性、 

そして 売りと買いを逆の目線で見る ことで、 

逆相関を理解することができます。 

「風が吹けば桶屋が儲かる」じゃないですが、 

通貨ペアが「法定通貨」という同じ前提の上に存在している以上、 

常に相関性が存在している 



のです。 

 

同様に、特に初心者の方からの質問で多いのが 

「なぜ売り（sell）から入れるかわからない」 

というものです。 

 

これも上記のマネーの本質が理解できればわかると思いますが、お金とはただの記録で

あり、金貨や銀貨のような物体が移動しているわけではないのです。 

お金をモノとして捉えてしまっていると、「持っていないものを売る」というのは、理

解できないと思います。 

 



しかし、お金を記録として捉えることができれば 

「売りという"記録"を先につけて、後々買いの"記録"でチャラにする」 

というシンプルなやり取りだということがわかるはずです。 

 

これを投資では 「信用取引」 と言います。 

 

「後から買いの記録をちゃんとつけますよ」 

という約束のもと、先に売りの記録をつけることができます。 

実体経済の中ではこれは通用しません。 

例えば 

「今日はキャベツが売り切れだから、明日売るよ。だから代金先に払ってくれ。」 

と言っても、払う人はいないでしょう。 

 

お金が物体ではなく、記録（データ）という目に見えないものだからこそ、 

「先に売る」という『権利』を持てている、 

それが、FX でいう「売り」の大まかな意味です。 

 

 



そして多くの私の生徒さんでこの 

 

「逆相関関係が理解できない」 

「なぜ売り（sell）から入れるのかわからない」 

 

という質問が大変多く、最初これでつまづいてしまう方が大勢おります。 

 

 

それなので 今回、特別に購入されたあなたが、 

スムーズに 

本来迷ってしまう時間をカットして 

最短ルートで 

安定して 

負けずに勝てる 

投資を構築できるように 

今回こちらの 

「逆相関関係が理解できない」  

「なぜ売り（sell）から入れるのかわからない」 



について詳しく解説した動画を特典としてお渡しします。 

 

これを見れば多くの方が 

「逆相関関係が理解できない」  

「なぜ売り（sell）から入れるのかわからない」 

で悩んでる中、 

あなたは「なるほどね」と迷いのない感覚で 

 

 

 

私の戦略をスムーズに 

実践できるようになることでしょう。 

 

 

 

2. 常識を覆す「ミラーステップ投資法」の極意 

（スペシャル動画特典） 

 



以前よりお伝えしている通り、ミラーステップ投資法は 

従来の FX トレードにおいて 

「当たり前」 

とされていた常識を覆す手法です。 

通常であれば、 

 

・チャートがこれから上がるか下がるか？を予想する 

・世界中の経済ニュースを分析して、今後の通貨の値動きを

予想する 

 

FX 経験者の方であれば、こういった「FX の教科書」に載っているようなことは 

一通り勉強されてきたでしょう。 

 

しかし、それでうまくいきましたか？？ 

 

しかし、ミラーステップ投資法では 

一切そんなことをする必要はありません。 

 



動画をご覧いただくとわかると思いますが 

私のエントリーは 

「ゆるい」 

です。 

 

動画内でも「ゆるいなぁ～」と何度も発言していますが 

本当にいつもこの通り、ゆるい感じでエントリーしています。 

 

それで全く問題なく、利益を出し続けています。 

言い方は悪いかもしれませんが、FX とは「そんなもん」なのです。 

 

この言葉の意味も、私の手法を学んでもらえれば、 

理解していただけると思います。 

 

 

なお、この特典動画は、一部の受講生の方にお送りしている実践記で 

2021 年 1 月 8 日 に ＄9,500（約 100 万円） 

からトレードを始めています。 



 

そして定期的に、トレードを振り返ったり、その場でエントリー・決済をしていまして 

「私深見の特別な戦略においてどのような判断をしてるか？」 

が丸分かりの特典となってます。 

 

しかも、通常 

この口座の ID とパスワードは 

受講生にオープンにしています。 

 

つまり、受講生はいつでも私の口座にログインし 

トレードの履歴を閲覧できる状態になっています。 

 

講師自らの口座のログイン情報を開示し、 

自由に閲覧できるようにしている FX トレーダーは他にいるでしょうか？ 

 

少なくとも、私は知りません。 

私は全てを正直に、オープンにしていますので自分の口座の中を見

られても、全く問題ありません。 



それだけ自信を持っていますし、その手法をお伝えしています。 

 

しかしリアルタイムであるが故、 

私のトレードを見ることも出来ない人もおりますから 

今回、「動画で私のトレード判断をあなたが分かるように」 

 

私のリアルタイムでのトレードの決済の様子などを 

特別に動画に録画しました。 

 

 

これを何度も見ることで、あなたは時間をショートカットして 

 

「GYAKUSOU-FX の私が教えてるトレード戦略」 

 

をスムーズに検証や実践ができることでしょう。 

そして GYAKUSOU-FX の受講生や、私に相談にくる方のほとんどは 

「元々FX で勝てなかった人たち」 

です。 



 

彼らがなぜ勝てなかったか？その理由は実にシンプルで 

「FX を自ら必要以上に難しくしてしまっている」 

からです。 

 

・チャートの未来を予想している 

・腕を磨けば未来予想を当てられると思っている 

・予想屋の話に耳を傾ける 

・絶対勝てる魔法のツールがあると思っている 

・常にノウハウを探している 

・どこかに「答え」があると思っている 

 

これらは全て「FX で負ける人」の典型的なパターンです。 

 

多くの金融資本家は、為替レートがどう動こうと気にしません。 

なぜなら、彼らはマネーの本質を知っているため 

A が上がったら B が下がる 

ということを知っているからです。 



 

しかし、彼らはそのことは絶対に教えません。 

 

真実は自分たちだけで共有し、資産を守ります。 

その一方で、何も知らない一般投資家は 

武器も防具も持たずに、市場に戦いを挑んでいるようなものです。 

 

 

逆に、しっかりと武器防具を揃え 

レベルも上げてから戦いに挑めば 

FX は簡単だという感覚に気づけるでしょう。 

 

再度申し上げておきますが、 

ミラーステップ投資法 

そして 

GYAKUSOU-FX 

を学んでもらえれば 

FX とは「そんなもん」だということが理解できるはずです。 



  

そしてこの特典動画では 

ゆうさんの読者様限定で特別に 

私深見のトレードの様子を録画しております。 

 

時につまづくのが  

GYAKUSOU-FX  

の、「判断基準」であるかもしれませんが、 

 

しかしこの特典の特別な動画を何度も繰り返し見ることで、あなたは 

「ここはどうやって考えるのだろう？」 

と、悩む時間をショートカットして 

私、講師の深見が見ている視点と同期して 

一緒にスムーズに GYAKUSOU FX の戦略を進められるようになり 

 

講師の私と近い「判断基準」を持つことが 

できるようになることでしょう。 

 



3.複数通貨ペアを網羅するミラーステップ投資法の秘訣 

（スペシャル動画特典 2） 

 

 

GYAKUSOU-FX 受講生の方には 

各種マニュアルの他 

サポートとして Skype での通話をご利用いただいてます。 

 

文字や画像・動画でも多くのことをお伝えできるのですが 

どうしても細かい部分というか 

微妙な機微までお伝えするには 

直接お話するのが最も効果的だからです。 

 

そして Skype でのご相談の中で 

最も多い内容が 

「複数通貨ペアでの相関関係について」です。 

 

具体的には人によって違いますが 



そもそも通貨ペアごとの相関性 

なんて一度も考えたことがないと思いますので 

一発で理解できなくても仕方ありません。 

 

だからこそ、Skype サポートを使い倒すことが非常に大切だと考えています。 

 

複数通貨ペアの相関性については 

「視点を変える」ことで理解しやすくなります。 

 

人間はどうしても 

 

考えていることが 

自分に近くなればなるほど 

 

判断を誤る可能性が高くなります。 

 

一般的に「認知バイアス」と言われている心理現象ですが 

 



これを正常な判断ができるように修正するには 

 

視点を遠ざけること 

 

が重要になります。 

 

簡単な例を挙げると 

 

自分 

↓ 

家族 

↓ 

職場 

↓ 

地域共同体 

↓ 

国 

↓ 



地球 

↓ 

宇宙 

 

視点はこのように遠ざけることができます。 

例えば世界平和について考えていると、自分ひとりのことは 

豆粒以下の出来事になります。 

 

なので自分の主観を最大限排除した形で 

 

答えを出したり議論できるようになる。 

 

 

この「バイアスの修正」は私は日々行っていて 

 

私も一人の人間なので、どうしても、自分の感情優先で考えてしまうことがあります。 

 

しかし、そんなときこそ視点を遠ざけ 



 

客観的に全体を見ることによって 

 

自分の思考や行動も、フラットに判断できたりします。 

 

このような客観的思考は、投資だけではなく人生において非常に重要ですが 

 

これを身につけるだけで 

 

FX トレードが一気に簡単なものへと変貌します。 

 

「今日のドル円はいくらだろう？」 

 

「あと何円まで下がっても耐えられるだろう？」 

 

「昨日損切りしたから、今日取り返さないと！」 

 

これらがまさに「近すぎる視点」の思考です。 



為替市場全体から考えると、ドル円が何円動こうが 

 

数十種類も組み合わせのある、市場全体からみたら 

微々たる変化でしかありません。 

 

このように、特定の通貨ペアから視点を遠ざけ 

為替市場全体から俯瞰で見ることで 

 

通貨ペアの相関性というのも見えてきます。 

そのために私は 20 種類のチャートを一画面に表示して 

為替市場全体を俯瞰で見る手法を取っていますが 

 

その具体的な方法や見方を 

動画で解説しています。 

 

 

この動画を見てもらえれば、一つの通貨ペアの値動きだけに目が奪われることなく 

 



為替市場全体の動きを作る一つの「要素」として捉えることができるようになるでしょ

う。 

 

もちろん、最初から 20 種類全部を見るのは難しいと思います。 

 

なので、最初は 2 つや 3 つの少ないペア数から始めることを推奨しています。 

 

そういった部分も動画でお話していますので 

 

ぜひ最後までご覧ください。 

 

私がここまで伝えているのは、ゆうさんのメルマガ読者様が 

 

常日頃から非常にレベルの高いゆうさんのメルマガを読んでいるため 

 

十分に思考力の高い人が揃っていると感じているからです。 

 

日頃からレベルの高い思考を受け取っている方であれば 



 

この動画を見れば 

 

「なぜ一つのチャートだけではなく、複数通貨ペアを並べてトレードしているのか？」 

 

という、私深見の視点を理解していただけることになるでしょう。 

 

また、これらの特典動画は 

秘匿性の高い動画ですので 

購入され実践されるあなたやご家族のみでご利用ください。 

 

また 1 度見ただけでは理解が不十分なので 

購入後、最低 5 回は視聴いただくと良い特典です。 

 

 

 

 

 



4.激レア特典！深見のプライベートセッション 
今回ゆうさんとお話させていただき 

その中で共鳴する部分も多く 

私自身も非常に学びも多かったので 

 

GYAKUSOU-FX 最後の大型特典として 

"深見とのプライベートセッション"をお付けします。 

 

1：1 でのお話（オンライン）になりますので 

どんなことでも聞いていただいて OK です。 

 

メールやコメントでは中々聞けないこともあると思いますので 

1：1 で思う存分、聞きたいことを全て聞いてください。 

 

ご購入いただいた方から予約制にはなりますが 

必ず一人ひとりとお話する時間を設けます。 

 

こちらは本来、先着 10 名限定にしようかと考えていましたが 



 

ゆうさんと何度も相談した結果 

1～3 の特典と同様に 

先着 50 名、全員につけさせていただきます。 

 

正直に申し上げまして 

1：1 で 50 人とのプライベートセッションは 

時間的にも体力的にもけっこうしんどいです。 

 

しかし、このご時世で、このタイミングで 

GYAKUSOU-FX に興味を持ってくださった方には 

私も最大限の誠意でお応えしたい、と思いましたので 

50 名全員とプライベートセッションの時間を作ります。 

 

これだけの特典を付けるのは、間違いなくゆうさんとのコラボだけです。 

 

他ではこれらの特典は一切受け取れませんので 

ぜひこの機会に GYAKUSOU-FX への参加をご検討ください。 



以上が私が用意した 

ゆうメルマガ読者さん限定の特典です。 

 

この特典 【全て】 を受け取れるのは 

 

【先着 50 名様まで】となっています。 

この 50 名の枠が埋まり次第、 

GYAKUSOU-FX のゆうさんの読者限定のスペシャル４大特典を 

今後いくつか削除の予定となりますので 

圧倒的な価値のある、 

４大特典を「全てまるまる」受け取れるのは、先着５０名様のみとなります。 

 

ただ、動画でもお話した通り、 

迷っている人や楽して稼ぎたい人、参加しただけで稼げると思っている方は 

仮に参加しても成功しないので、タメにならないと思います。 

 

しかし・・・ 

 



自分の意思で正しく学び、 

行動できる人にとっては、 

これ以上ない環境であると自負していますし、 

 

また事実、 

私の生徒様もそれぞればらつきは御座いますが、多くが 

安定した収益を達成している 

のが現状です。 

そして、上記特典も加わって 

あなたの成功までの時間は「急加速」することでしょう。 

 

また今回、GYAKUSOU-FX では 

スタッフにサポートを対応させるというものではなく、 

 

私 深見が 

1 年間の電話なども含めた 

「マンツーマンでのサポート」 

ともなってる関係上、どうしても物理的にサポート人数に限界が生じます。 



 

私もなるべく多くの方を教えたいのは山々です。 

しかし、私も 1 人の人間なので 

通常のネット塾と違い、 

300 名 400 名と多くの人数を募集できない状況です。 

 

あくまでも、少数の生徒さんで運営させていただいてる 

希少なコミュニティで御座います。 

少数精鋭のコミュニティであるからこそ 

深いサポートを行い 

今まで多くの生徒様たちを 

安定して負けずに稼げる状態 

に引き上げることが出来ていると自負しております。 

 

また上記の 3 つの特典はゆうさんとも話をして用意は致しましたが 

 

実際これらは 

 



私が借金 2000 万円を抱えた後、 

師匠に学び、 

長い期間を経て 

構築してきた戦略でもあります。 

 

世の中の個人投資家は私のようなやり方は知りませんし 

世に出回っていない内容でもあります。 

 

それなので今回、上記の 4 大特典を 

【全て】 

受け取れるのは 

「先着 50 名様まで」 

となります。 

 

またゆうさんの読者さんで興味持ってる方が 

驚く程多いのが現状ですので 

 

上記 50 名の枠も早い段階で 



埋まっていくことを想定してますので 

お早めにページも閲覧ください。 

 

ゆうさんのメルマガ読者限定の特典付きで GYAKUSOU-FX へ参加される方は 

下記ボタンよりお申し込みください。 

 
※「ゆう」さんのご紹介での参加者 

「先着５０名様限定」で、プライベートセッション付きとなります。 

http://m-academy.biz/one/groups/o12/

