
投資のプロはこうして先を読む投資のプロはこうして先を読む
TEL 0120-99-8636
受付時間 8:30 ～17:00（土日以外）

～ 馬渕治好が斬る！「株式・為替 の見通し」～～ 馬渕治好が斬る！「株式・為替 の見通し」～～ 馬渕治好が斬る！「株式・為替 の見通し」～～ 馬渕治好が斬る！「株式・為替 の見通し」～

馬渕治好のマーケット展望馬渕治好のマーケット展望馬渕治好のマーケット展望馬渕治好のマーケット展望

【講師】馬 渕   治 好無料セミナー無料セミナー

投資に関してこんな悩みはありませんか？

これから投資を始めようと考えているけど、

 何から勉強したらよいのか…

今後の為替や株式の動向が知りたい。

投資はやっているけど、全然成果につながらない…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc...

そんな皆様の問題を解決！

世界の経済・市場動向について、最新の内外情勢を踏まえた斬新な着眼点からの分析を、
楽しくわかりやすく、みなさまと一緒に考えてまいります。

通常、経済データや市場動向、金融の専門用語とは全く無縁に思える生活を送っていても、経済や市場の動きに自分の生活

も大きく影響を受けます。投資家でなかったとしても、預金をしていない人はいないでしょうし、年金は様々な金融資産に投

資されています。すると、日常では経済や投資と関係がないような生活を送っていても、経済や市場の知識がないために、

不利益をこうむることも起こるかもしれません。私は、現在ブーケ・ド・フルーレット代表として、世界の経済や市場（株式、債券・

金利、外国為替、国際商品）の動向を分析し、その内容を、講演やレポート・メールマガジン、マスコミへの登場で、発表

しています。ブーケ・ド・フルーレットは、「経済知力を向上させる」といったおこがましいことはとてもできませんが、一人

一人が経済知力を高めようと努力なさっていることに対して、支援していきたいと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ブーケ・ド・フルーレット代表　馬渕 治好

お問い合わせ詳しい概要はコチラ

AI ゴールド証券・カネツ商事 共催
テレビ・新聞等でもおなじみのセミナーに申し込む

参加
特典

お申し込みされた方に
【楽天ポイント】200ポイントプレゼント

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-laojla-6be7f9531f8382186176811e13b21626
https://www.aigold.co.jp/common/pdf/20221205campaign.pdf
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf


参加
特典

お申し込みされた方に
【楽天ポイント】200ポイントプレゼント

2022 年 12 月16日（金）～2023 年 3月31日（金）
期間中に開催するセミナーに申込が完了された方
（日本在住の方に限らせていいただきます。）
各セミナーにお申し込みいただいた方、一人につき
《楽天ポイント》200ポイントプレゼント！
（各セミナー100 名様を超える場合は抽選となります）

●セミナー申し込みで【楽天ポイント】が 200 ポイントもらえるキャンペーン●

詳しい概要はコチラ

【期 間】
【対象者】

【条 件】

セミナーに申し込む

開催概要

～ 馬渕治好が斬る！「株式・為替 の見通し」 ～
馬渕治好のマーケット展望
　  ZOOM オンラインセミナー

【日時】2023年1月19日（木）
【講演】18:15～19:15
【内容】

【講師】馬渕 治好 氏
　　　　　　　（ブーケ・ド・フルーレット代表、米国 CFA協会認定証券アナリスト）

世界経済や最新の市場動向について、初心者の方から経験豊富な方
までスッキリ理解できるように、楽しくわかりやすく解説いたします。

参加
無料

講師プロフィール

↓ zoomオンラインセミナーの申し込みはこちらから ↓

https://www.aigold.co.jp/common/pdf/20221205campaign.pdf
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf


講師紹介
1981 年東京大学理学部数学科卒、1988 年米国マサチューセッツ工科大学経営科学大学院（MIT 
Sloan School of Management）修士課程修了。（旧）日興証券グループで、主に調査部門を歴任。
2004年8月～2008年12月は、日興コーディアル証券国際市場分析部長を務めた。2009年1月に独立、
現在ブーケ・ド・フルーレット代表。内外諸国の経済・政治・投資家動向を踏まえ、株式、債券、為替、
主要な商品市場の分析を行う。データや裏付け取材に基づく分析内容を、投資初心者にもわかりやす
く解説することで定評がある。各地での講演や、マスコミ出演、新聞・雑誌等への寄稿も多い。

【マスコミ出演等】　◆BSテレ東　日経プラス9　◆ストックボイス　東京マーケットワイド　
◆日経 CNBC 昼エクスプレス　◆ストックボイスWORLD MARKETZ ◆ラジオNIKKEI マーケットプレス
◆日本経済新聞　夕刊「十字路」　
【雑誌、電子媒体】◆週刊エコノミスト   ◆東洋経済オンライン ◆時事通信  ◆日経電子版  ◆株探
【書籍】　「コロナ後を生き抜く通説に惑わされない投資と思考法」（金融財政事情研究会）
　　　　「投資のプロはこうして先を読む」（日本経済新聞社出版）

馬渕 治好 氏
ブーケ・ド・フルーレット代表
米国 CFA協会認定証券アナリスト

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

セミナーに申し込む

◆本セミナーは、AI ゴールド証券株式会社・カネツ商事株式会社の共催であり、各社取扱の金融商品取引の契約等の締結を勧誘する目的が
ございます。◆ライブビューイング会場での開催におきましては、コロナ対策（マスク着用・消毒・検温等）を実施した上で開催いたします。
◆本セミナーの内容は予告なく変更される場合がございます。
【お問い合わせ】
AIゴールド証券株式会社　コンサルティング部　TEL：0120-99-8636　受付 8:30 ～17:00（土日以外）
お取引に際しては、当社取扱の金融商品取引の「リスクについて」をご覧ください。

注意事項

全国４会場にて同時開催！
＜東京・名古屋・大阪・福岡にてライブビューイング！＞

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

AIゴールド証券
セミナールーム

東京都中央区日本橋久松町12-8
（都営浅草線・東日本橋駅
都営新宿線・馬喰横山駅より

　　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

大阪会場で
申し込む

福岡会場で
申し込む

名古屋
会場

愛知県名古屋市中区錦1-4-25
伏見ITビル1階

（伏見駅より徒歩5分）

地図

オンライン
ライブビューイング本会場

カネツ商事  名古屋支店
セミナールーム

東京会場で
申し込む

名古屋会場で
申し込む

大阪会場で
申し込む

福岡会場で
申し込む

ZOOM環境が準備できない方も安心！

↓ ライブビューイングセミナーの申し込みはこちらから ↓

https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html#about_office_tokyo
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html#about_office_nagoya
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html#about_office_osaka
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf
https://www.kanetsu.co.jp/about/office.html#about_office_fukuoka
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf
https://www.aigold.co.jp/risk/
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lak-ljpeld-16ee5150e983d4e1e72064d08f64d8bf


お客様の知識や経験に合わせたセミナーを開催

・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。

【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、株式会社東京金融取引所のくりっく 365、くりっく株 365 の勧誘を仲介業により行う金融商品仲介
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　https://www.kanetsu.co.jp/about/company.html
・個人情報保護宣言　https://www.kanetsu.co.jp/about/privacy.html
・勧誘方針　https://www.kanetsu.co.jp/about/policy.html
・リスクについて　https://www.kanetsu.co.jp/item/risk.html

【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　
・会社概要　https://www.aigold.co.jp/kaisha/gaiyo.htm
・個人情報保護宣言　https://www.aigold.co.jp/kaisha/privacy.htm
・勧誘方針　https://www.aigold.co.jp/kaisha/kanyu.htm
・リスクについて　https://www.aigold.co.jp/risk/

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」の勧誘を行う金融商品の仲介業者です。
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
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。

カネツ商事のご紹介
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

カネツ商事株式会社
平日　8：30～20：00　（お近くの支店につながります）

0120-13-8686

毎週水曜日 18:00 ～ 18:30（祝祭日除く）

FX初心者セミナー
オンライン開催 FX 初心者向け

「投資には興味あるけど、何から始めてよいのか
…」など投資初心者の方に、取引の仕組み・ルー
ル・リスク等、東京金融取引所に上場されている、
為替証拠金取引「くりっく 365」についてわかり
やすく解説します。

セミナーに申し込む

AIゴールド証券 /カネツ商事 共催

毎週金曜日 18:00 ～ 18:30（祝祭日除く）

日経 225 初心者セミナー

これから投資を始めてみようという方、取引はしているけ
どなかなかうまくいかないといった方など、まずは基本
的な事から勉強してみませんか。東京金融取引所に上
場されている、「日経 225（日経平均株価）」を使った、
株価指数証拠金取引「くりっく株 365」についてわかり
やすく解説します。

オンライン開催 CFD 初心者向け

セミナーに申し込む

AIゴールド証券 /カネツ商事 共催

毎週土日 10:00 ～ 12:00（祝祭日除く）

サタデーセミナー

「今更こんなこと聞くのは恥ずかしい…」などといった
ご経験はありませんか？カネツのサタデーセミナーは少
人数制だから安心！お客様の様々な疑問・質問に経験
豊富な当社コンサルタントが納得いくまでお答えいた
します。※フライデーセミナー（名古屋のみ）も開催中！

投資初心者向け東京・名古屋・大阪・福岡開催

セミナーに申し込む

カネツ商事 主催

https://www.aigold.co.jp/event/beginner/webfx/
https://www.aigold.co.jp/event/beginner/cfdnew/
https://www.kanetsu.co.jp/seminor/
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/

