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こんにちは、木村です。 

 

 

ネット上ではチェリーコークという名前で 

個人でもできる投資やビジネスを伝える活動をしています。 

 

 

このレポートは 2016年の 11月に書いているのですが、 

この時点で今年は既に去年の年収(約 6800万円)を上回っており、 

収益の膨らみようは衰えるところを知りません。 

 

 

さらに最近では投資やネットビジネスの垣根を越え、 

法人のコンサルティング（戦略やノウハウの伝授）や携わる事業も多岐に渡り、 

仕事の幅も大きく広がってきています。 

 

 

で、色々な仕事に関わっていることもあり、 

ここのところ少し忙しかったのですが、 

久しぶりに時間ができたので、 

机の引き出しの中を整理していたら、 

『驚くべきもの』が出てきました。 

 

 

そこで、それについて色々と書いていったのですが 

あまりにも長くなってしまったので、 

 

「あ、これレポートにして配ろ！」 

 

と思いたち、このような形にしてまとめさせていただきました(笑)。 

 

 

今回も過去の僕の物語記事、 

 

「平凡な 22歳が月収 300万円稼いで 

自信と自由を手に入れるまでのストーリー」 

 

http://investor-cc.com/monogatari2/
http://investor-cc.com/monogatari2/
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と同様に、僕の経験や感じたことを 

ありのままに書いております。 

 

 

このレポートを見て、 

 

「自分だって投資や起業して稼げるはず！」 

 

と、勇気や希望を持っていただけたら嬉しいです。 

 

 

 

 

・・・そもそもの今回のレポートを書くきっかけは、 

こちらのノートを発見したことが始まりでした。 
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「ん？なんだこのノートは？」 

 

 

僕も最初は思い出せませんでした。 

 

 

ただ、直感の良い方は 

 

「もしかして、このノートは・・・・・」 

 

と思った方もいるかもしれませんね。 

 

 

そう、このノートは僕が数年前 

FXのトレードをまだはじめたての時に書いていた 

「一番最初のトレードノート」です。 

 

 

もう数年前につけていた 

一番初期のノートだったので、 

はっきり言ってその存在をすっかり忘れていました。 

 

 

しばらく見てなかったので 

 

「もう無くなっちゃったかな」 

 

と、思っていたのですが、 

今も残っていて驚きでしたね(笑)。 

 

 

ちなみにこのノートをつけてた時期は 

2011年の 12月～2012年の 3月。 

 

 

ただ、よく中身を見てみると 

最初の 10月、11月、12月はせっせと 
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記録をつけていたのですが・・・ 

 

「なんだよ！全然稼げねーじゃねーか！ 

やっぱり FXなんて全然ダメだな！」 

 

と、悪いのは 100%自分なのに 

僕は勝手に FXはダメだと決めつけて、 

 

1月途中から日付が途切れ、2月の終わり頃まで 

ほとんどトレードをしなくなっているのがわかります(汗)。 

 

 

まぁ今の僕が当時のトレード内容を見返して言うならば、 

エントリーポイントの見極めが全然甘いですし、 

損切りすらまともにできてない。 

 

 

というか、自分では 

本や他の人のブログでめっちゃ勉強してるつもりでも、 

完全に独学なのでそもそも FXの本質に全く辿りつけてない。 

 

 

だから、いろんな手法など 

実践ではまるで役に立たない知識ばかり収集する日々。 

 

 

そこには、稼ぐための明確な「戦略」なんて全くありませんでした。 

 

 

「こんな努力のやり方で稼げる方が奇跡だよ。バカ。」 

 

 

と、当時の自分に会えたら言ってあげたいです（苦笑） 

 



この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

  

 Copyright © 2017 チェリーコーク（木村裕一）All Rights Reserved.  

 

 

だけど、当時の僕はそのようなことにも気づかずに、 

必死でこのノートに試行錯誤の過程を書いていました。 

 

 

ちなみに、本やネットで知識を学び、 

それを実践に移し、トレード記録を付けるのに 

1日にだいたい 4時間～5時間もかかっていました。 

 

 

正直、全く意味のない努力に 

毎日そんだけの時間をかけちゃってるわけです。 

 

 

アホです。めちゃくちゃコスパ悪いです。 

 

 

それでも本人としては全力でやってるつもりなので 

「俺いつも頑張っててかっこいいな」とか、 

心のどこかで思っちゃってるわけです。 

 

 

イタイですよね。 

 

 

これが当時の僕の嘘偽りない姿です。 

 

 

多分、お世辞抜きで当時の僕に比べて、 

あなたの方が早く結果を出せると思います。 

 

 

 

なぜなら、あなたは僕のブログだったりメルマガを見ることで 
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投資で稼ぐための大事な本質を 

はじめから理解した上で 

スタートすることができるからです。 

 

 

この差はめちゃくちゃ大きいですよ。 

 

 

そして、当時の僕はこのような本質が 

全くわかっていないにも関わらず、 

 

「将来は FXや投資で稼いで自由になるぞ！！」 

 

と、豪語していたワケです。 

 

 

・・・・・傍から見たら完全に頭イっちゃってますよね(笑)。 

 

 

恐らく、当時の僕のことを、 

他の FX実践者の方が知っていたら、 

 

「イヤイヤ、無理だろ。」 

「コイツは自分の実力がわかっていないのか・・・」 

「おまえみたいなのを『イタイ人』って言うんだよ。」 

「バカは何やったってうまくいきっこないんだよ。」 

 

など、このように思われていたと思います。 

 

 

というか、実際に僕は家族や友達に 

 

「会社を辞めて自分の力で稼いでいく！」 
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と言ったところ鼻で笑われてたり、 

 

「お前はバカか。夢見てないで真面目に働けよ」 

「それ絶対騙されてるって・・・」 

「もう少し将来について真剣に考えたほうがいい」 

 

的なことを散々言われていましたしね。 

 

 

まあ、素人目にも 

全然知識も戦略も足りてないのが丸見えでしたから、 

そう言われるのも無理ないと思います。 

 

正直、今の僕がその場で見ても 

笑ってしまったと思います(笑)。 

 

 

しかし、それから 3年後・・・。 

 

 

本質も何もわからず FXを実践していて、 

月 1000円も稼げなかった僕は、 

FXでは当たり前のように 

月に 100万円以上稼げるようになり、 

 

さらに様々なジャンルの投資やビジネスにも参入し、 

累計数百、数千万以上稼げるようになったりして、 

 

今では自らが FXやその他資産運用の方法を 
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教えるコンサルタントとして活動をはじめました。 

 

 

FXで月に 1000円も稼げなかった実力から 

ここまで成長したのです。 

 

 

ですから、稼げなかった当時の僕を知っている人は、 

 

「まさか、あんなショボショボのトレードしかできなかったヤツが、 

月 500万以上自動で稼げるまで成長するなんて・・・ 

 

いった何があったんだ！？」 

 

みたいなことを、口を揃えて僕に言います。 

 

 

あんな無知で口だけだった人間が 

3年後には月 500万以上、しかもほぼ 

「自動」で稼げるようになっているわけですからね。 

 

 

おそらく、信しられなかったのでしょう。 

 

 

まぁ、現状の投資家や起業家を見渡すと、 

そのように思ってしまうのも無理もありません。 

 

 

実際のところ、投資やビジネスの第一線で活躍しているのは、 

元々高学歴で才能があったり、 



この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

  

 Copyright © 2017 チェリーコーク（木村裕一）All Rights Reserved.  

もしくは両親なんかが投資家 or起業家で 

そもそもリソースや経験値のある人たちばかりだから。 

 

 

そういう人たちの多くが、 

僕のような挫折した期間などほとんどなく、 

非常に短い期間で成功しています。 

 

 

元々才能やセンス、人脈があるので、 

ちょっと努力したら当たり前のように成功した。 

 

そんなケースがほとんどだからです。 

 

 

実際に、僕は実績が出てから 

有名な投資家や起業家の方々と会う機会が多くなりましたが、 

元々優秀な方が多すぎてビビります。 

 

 

そういう人に限って謙遜してるのか、口では 

 

「いや、僕なんて全然普通ですよ。」 

「私も昔はほんとにダメダメで・・・。」 

 

とか言うんですけどね。 

 

 

ただ、よくよく話を聞いてみると、 

 

・昔スポーツで全国大会に出るほどの活躍をしていた 

・有名私大 or国立大卒などの高学歴 

・そもそも親が投資家や実業家 

 

みたいな人めっちゃ多いです(爆)。 

 

 

「いやいや、あなたは全く普通でも、 
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ましてやダメ人間でもないでしょ！」 

 

と、ツッコミたくなる人ばかりなんですよ。 

 

 

そう、このような現状だから、多くの人は 

僕のようにセンスも才能も感じられない、 

ガチでダメダメだった人間が成功したので 

 

「マジ！？いったい何があったんだ！？」 

 

というような反応を示したのです。 

 

 

で、この「何があったんだ！？」 

という質問に対して、 

多くの人は何か特別な答えを期待するのですが、 

 

僕はいつも 

 

「ただ毎日、必死で頭を使って実践しただけ」 

 

と、答えています。 

 

 

だって、それが紛れもない真実だからです。 

 

 

僕はいつか結果が出る日が来るのを信じて、 

毎日、ひたすら頑張り続けただけです。 

 

 

だからこそ、僕は今このレポートを見ているあなたが 

 

「自分にはセンスも才能もないから 

自分なんかじゃ稼げないのでは？」 



この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

  

 Copyright © 2017 チェリーコーク（木村裕一）All Rights Reserved.  

 

とか、そんな気持ちを持っていたとしても、 

 

「全く問題ありません。 

正しいやり方の通りに実践していけば、 

絶対に稼げるようになります。」 

 

と、力強く断言できます。 

 

 

なぜなら、ブログ本編の 

「平凡な 22歳が月収 300万円稼いで自信と自由を手に入れるまでのストーリー」 

でも書いた通り、 

幼少の頃から平凡で劣等感の塊だった人間でも 

努力を続けたらしっかり成果がついてきますからね。 

 

 

さらに、昔の僕は実はめちゃくちゃ数学が苦手だったんですよ。 

 

 

小学校の頃はまだよかったのですが、 

これが中学のテストでは平均点以下のいわゆる「赤点」ばかりになり、 

高校のときにはマジで一桁の点数ばかり。 

 

二桁代に乗ればいいほうという、散々たる成績だったのです。 

 

 

ところが、投資では常に 

「数字」が絶対的な判断基準となります。 

 

 

感情に流されて、目の前の数字に基づく 

冷静な判断ができないようでは絶対に成功することはできません。 

 

http://investor-cc.com/profile/
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それはつまり、必然的に数字に強い人間が 

絶対的に有利ということを意味します。 

 

 

FXで言えば pipsから円への換算とか、 

クロス円とそれ以外の通貨での 

それぞれの利益額と損失額の計算。 

 

総資金のいったい何パーセントのところで 

利食いするか、もしくは損切りするか。 

 

 

このように、感情を完全に押し殺して 

現状のデータを正しく分析し、 

全部数字で判断しないといけませんからね。 

 

 

だからこそ、数学が猛烈に苦手だった僕にとって 

「数字」を絶対的な基準にしている投資家は、 

「向いている仕事か」と言われたら 

 

「100%向いていない仕事」 

 

だと思います(笑)。 

 

 

 

・・・けどですね。 

 

 

「向いている、向いていない」とか、 

そんなの関係ないのですよ。 
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なぜなら、僕には 

何の面白みもない生活と昔からの 

ずっと情けない人生を変える手段が 

「自分で稼ぐこと」しかなかったから。 

 

 

なので、僕は 

どんなに苦手だろうと、 

周りからどんなことを言われようと、 

成果が出ない日々が続こうと、 

 

「ダメな自分でも毎日 1ミリでも成長していけば、 

きっと未来の自分は大きく変わっているはず。 

 

だからこそ、今がめちゃくちゃ大変で辛くとも 

毎日やるべきことをやるしかないんだ！」 

 

と、自分の心を奮い立たせて、 

必死に勉強と実践を続けていきました。 

 

 

・・・ちなみに、 

投資やビジネスで稼いでいる人の中には 

「稼ぐのが楽しい」と言う人がいます。 

 

 

もちろん、僕も今はそんなフェーズです。 

 

 

毎日自分が好きで学んでいる知識や、 

興味があって会いたいと思った人に会って、 

それがそのまま「稼ぎの種」になっていくので 

 

楽しいことをやればやるほどお金が入ってくるという 
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まさにそんな夢のような生活を送れています。 

 

 

ただし、これはあくまで投資や 

ビジネスの原理原則をしっかりと学び、 

はじめて実現したことです。 

 

 

僕は数字や計算が苦手という「ハンデ」に加えて 

さらには多額の借金も抱えていたことから、 

ただただ最初は学んだり実践するのも苦しく、 

逃げ出したい、投げ出したいのを 

毎日必死にこらえながらやっていました。 

 

 

当時の僕にとって、投資やビジネスは、 

 

「お金儲けの手段であり、 

ただただ苦しくて嫌なもの」 

 

でしかありませんでした。 

 

 

しかし、そのような状況でも実践を続けるうちに 

少しずつ FXで稼ぐために重要なことがわかり、 

相場の流れも読めるようになっていきました。 

 

 

それからは 365日、 

殆ど休まずパソコンに向かい続けた結果、 

稼げる金額は毎月毎月、どんどん大きくなっていきました。 

 

 

そうしたら、 

昔は苦しいだけでお金儲けの手段でしかなかった 
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投資やビジネスが、徐々に 

「楽しい」と思えることが増えてきたのです。 

 

 

なぜなら、 

 

「相場が全く読めなかったのに読めるようになった」 

「自分の感情をコントロールするための方法がわかった」 

「思考力が上がって仕事の効率が格段に良くなった」 

 

など、本気で投資を実践する前は 

得ることができなかった、 

 

「自分自身の人間的な成長」 

 

を実感することができたからです。 

 

 

また、何よりも投資やビジネスを拡大してくことによって、 

本当に良かったのは、 

それまでの人生では縁もゆかりもなかった 

「面白い人達」と出会えるようになったことです。 

 

 

さらには、僕はビジネスを通して 

コミュニケーション能力が UPしたことで 

色々な人とすぐに仲良くなれるようになりました。 

 

 

最初はビジネスも投資も 

ただただ辛くて嫌いでしたけど、 

結果的には自分の人生を 

良い方向に 180度変えることができたのです。 

 

 

だから、本当に最初は 

たいへんなことが多かったけれども、 
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今ではビジネスや投資を諦めないで実践し続けて、 

心から良かったなと思っています。 

 

 

もし、途中で諦めてしまっていたら、 

僕の人生は何も変わらなかったし、 

何の面白みもない生活と 

情けない人生のままでしたからね。 

 

 

 

・・・・・だからこそ、 

 

 

もし、このレポートを読んでいるあなたが 

 

「自分には才能やセンスがない。」 

「何をやっても自分はダメな人間だ。」 

「いくら頑張ったってどうせ報われないんだ。」 

 

というネガティブな感情に苛まれていたとしても、 

 

「どうか諦めないで、結果がでるまで頑張って欲しい」 

 

と、僕は思っております。 

 

 

なぜなら、真面目に勉強&実践して成功すれば、 

その時に手に入れられるものは莫大な収入だけではなく、 

 

どんな困難にも負けないタフさ、 

生き甲斐、仲間、コミュ力・・・ 

 

など、いくらお金をかけても買えない、 

本当に価値のあるものですからね。 
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実際に僕は投資やビジネスのおかげで 

絶望の未来を希望ある未来に変えることができましたし、 

 

僕のコンサル生の方々も 

投資や FX、その他ビジネスでの成功によって、 

今では皆充実した日々を過ごしています。 

 

 

なので、あなたにもぜひ諦めないで頑張って欲しいのです。 

 

 

・・・これはあまり認めたくない事実ではありますが、 

僕は才能やセンスは多くの人よりも確実に劣っています。 

 

 

もし僕がスポーツの世界にいたら、 

いくら努力しても全く大成せずに消えていたことでしょう。 

 

 

しかし、投資や商売の世界では才能やセンスなど関係なく、 

しっかり学び、しっかり実践を積み重ねていけば、 

確実に実力がついて稼げるようになります。 

 

 

たとえ「恵まれたセンスや才能」がなかったとしてもです。 

 

 

僕は全くすごい人間なんかじゃありません。 

 

 

ダメな人間がダメじゃなくなるために、 
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ただ地道にコツコツやってきただけの人間です。 

 

 

だから、僕よりも才能や能力があり、 

すでに稼ぐための本質を吸収できる環境にある 

「あなた」が上手くいかないはずありません。 

 

 

もし、ビジネスや投資を長年やって 

成果が出ない場合があるとすれば、 

それは結果にばかり目が行き、 

思考や実践が疎かになってしまっているだけです。 

 

 

焦らず、じっくり腰を据えてやってみてください。 

 

焦らずしっかりとやっていけば、成果は必ず出ます。 

 

 

また、過去の僕のように現状がダメであっても 

毎日一歩一歩しっかり考えて行動していけば、 

その変化が積み重なり、 

結果的に未来は大きく変わっていくのです。 

 

 

だからこそ、僕は最後にこの言葉を、 

声を大にしてあなたに伝えたいと思います。 
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投資やビジネスに 

センス、才能、今の環境なんて 

全く関係ない。 

 

やるか、やらないか、 

ただ、それだけ。 
 

 

 

あなたが人生を変える第一歩を 

ここから踏み出されることを祈っています。 

 

 

 

 

木村裕一 

 

PS 

 

こんな僕が実際にどうやって稼げるようになっていったのか、 

より詳しく知りたい方はこちらをお読みください。 

 

⇒平凡な 22 歳が月収 300 万円稼いで自信と自由を手

に入れるまでのストーリー 

http://investor-cc.com/monogatari2/
http://investor-cc.com/monogatari2/

