
来場者数 4,331 名
回答数 384 枚

アンケート結果
投資戦略フェアEXPO2018 3⽉10⽇（⼟）開催 主催︓パンローリング株式会社
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満⾜度

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満
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男 ⼥
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来年開催

希望する 希望しない 大阪開催希望
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新規率

新規 2017年参加者(リピーター)



73%

24%

1% 2%

相場師朗

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

40%

52%

7% 1%

坂本＆田代

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

36%

51%

13%

0%

ヒロ

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

21%

60%

15%

4%

久保優太

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

57%
37%

4% 2%

桐谷広人

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

42%

47%

8% 3%

石原順

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満



52%37%

11%

0%

成田＆久保田

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

29%

57%

13%

1%

江守＆⻄原

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

33%

54%

11% 2%

羽根英樹

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

31%

31%

25%

13%

⼩次郎講師

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

25%

50%

25%

0%

美理雄

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

30%

34%

30%

6%

大石哲之

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満



58%

38%

4% 0%

中原圭介

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

38%

52%

9%

1%

林則⾏

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

33%

37%

19%

11%

岩本＆Mr. Hilton

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

50%
40%

10% 0%

DAIBOUCHOU

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

42%

40%

18%

0%

バカラ村

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満

26%

59%

15%

0%

Tyun＆タケ＆むらやん

とても満⾜ 満⾜ 不満 とても不満



30%

19%
29%

9%

9%

4%

⾦融資産（除く不動産）

500万円未満 1,000万円未満

2,500万円未満 5,000万円未満

1億円未満 1億円以上

0% 4%

12%

35%31%

15%

3%

年齢

20歳未満 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳

70歳以上

29%

17%34%

12%

8%

投資の経験年数

5年未満 5年以上 10年以上

20年以上 30年以上
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41% 36%
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41%
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9%

18%
9%

経験のある投資商品や取引（複数回答）

44%

26% 25%

11% 12%

23% 26% 29%

16%

ご興味のある⾦融商品や取引（複数回答）



Q11. 投資戦略フェアの感想や講師、出展社へのメッセージ、ご意⾒などお聞かせください
・とても勉強になりました。ありがとうございました。
・前回にはなかった資料配布があり、よかったです。

・⼩次郎講師。ストキャス、私のやっているところです。サンワードでがまんしますという教えを実⾏して、
ストキャスを軽視して損をしましたが、今は自分のやり方（先生の教え）がよかったと実感しています。

・後ろの席が窮屈で、1時間のセミナーを聞くのが苦痛に感じた。次回はぜひ改善してほしい。
・スポンサーの説明が⻑い。簡潔に。
・DAIBOUCHOU⽒の講演は2割くらい時間短縮してもいいくらいの内容。有料の価値はなかった。
・石原順さん、林さんの講演は目からウロコ。聞いてよかった。

・会場が狭く休憩する場所が少なかった。講演がすぐ埋まってしまったので、ほとんど⽴ち⾒となった。
・来年の案内を希望します。
・成田⽒と久保田⽒の講演は情報的に役⽴ったと思う。
・セミナー受講中にも関わらず、各出展ブースの方々の呼び込みの声が大きすぎてうるさいです。（毎回、お
祭りムードなのかはしゃぎすぎで迷惑しています）

・まだまだ初⼼者のレベルでは話の内容についていけない部分もありましたが大いによい刺激となりました。
未熟な個人投資家にとって、このような機会を提供して頂いてとても有り難いです。

・いつも参加させていただきありがとうございます。今回も大変勉強になりました。引き続きよろしくお願い
します。
・聴講したいセミナーがかさなってしまいました。途中入場可のシステムも導入して欲しいです。
・それぞれの講演時間をあと10分ずつ程延ばしてくだされば、より充実したイベントになるでしょう。

14%

32%
40% 41%

35%

投資スタイル（複数回答）



・ブースセミナーの⼩次郎講師のセミナーがすばらしかった。次回も必ず出てほしい。
・どの話も聞くことができてよかったです。
・アンケートが多くて疲れた。
・席が狭い。ホームページにＤ会場のスケジュールがなかった。セミナーに遅れてしまったら入れなかった。
このアンケート用紙にもＤ会場のがない。
・江守さんや桐谷さんの話を毎⽉聞きたい。

・江守⽒、⻄原⽒。分かりやすい解説で理解できした。⽶国、⽇経平均のチャート、エリオット波では、5波
をおえて、下落傾向の活は興味深かったです。
・東京で年2回開催希望

・投資経験の無い友人に投資の夢や楽しさを知って貰いたいと思っているので、1人につき2枚までは受講券を
配布して頂ければと思っています。（友人のアドレス等を使用するのは個人情報の問題でもあるのでお願いし
ます。）

・初参加です。会場が狭く電⾞の中みたいに隣の人とくっついて1時間聞くのは苦痛。メモも取れなし、異常
に疲れるので来年は午前か午後かどっちかとかするかもしれないです。または来ないか。

林さんの聞きましたが、⾔葉遣いが丁寧でなくきく気がなくなった。わざわざききにきてるのに上から目線で
タメ口って姿勢がおかしい。ないようも遠回りすぎてどう取引につながるのかよくわかんないので早期撤退。

相場先生はこっちのれべるに合わせて「分からせよう」と話してくれ、プロだと思いました。
先⽇、J-REITフェア⾏きましたがすごい快適で大満⾜。あんなだったら来年も来たい。

・出展社に関しては、できれば投資戦略フェアで「株主優待ガイド」を毎年無料配布して欲しい。内容は優待
内容と配当⾦額、株主優待権利確定⽇（前年度からだいたい1ヵ⽉半前に分かる時期）と総会⼟産のうむを

・中原圭介さんの講演が、なかなか要領がよく、的を得ているので大変参考になりました。
・出展社も毎回数社入れ替わりがありよいと思う。セミナーも興味深いものが多く時間が重なってしまい残念
に思う。以前よりもモノで人を呼び込むことがなくなりよい。

・ミニセミナーをもっと増やすと、もっと色々と聞ける感じがする。全体的に動きやすくなったと感じる。

・毎年、投資戦略フェアを開催していただきありがとうございます。毎回セミナーの受講を楽しみにしており
ます。

桐谷さんの実体験が共感できた。新しい視点が聞けてよかった。
・今年はいつもより来場者が多い気がします。席が狭い。会場内が動けない。なのでもっと広い会場でのセミ
ナーをお願いします。

・とても楽しかったが、Ｄ会場に整理券が無いことは事前に教えて欲しかった。30分も前に到着してしまい、
疲れた4.
・本の割引をもう少し大きくして欲しい。普通の本屋にももう少し取り扱いを多くして頂きたいです。



・毎回とても充実感と共に帰路についています。あと、桐谷さんの講演は独演よりもトーク形式の方が⾯⽩い
です。（⻑時間、独演だと年齢的にも大変そうです）

・会場が暗い。Cセミナー会場で講演が始まる前︖ 人数が多いのかスペースが狭い。もっと大きな会場を希
望します。 有料でもいいので勉強になるようなセミナーを増やして欲しい。井上哲男先生の講演を希望しま
す。 先物とオプションが難しくもっと勉強したいのでセミナーを増やして欲しい。

・A-5 ツールの宣伝のみ。同じ話を何度も繰り返しで役に⽴たない。 A-6 話は⾯⽩いけど、「ワザ」は何
も教えてもらえなかった。
・このような良い勉強できる会場をご用意して下さって、ありがとうございます。
・1年で最も楽しみにしています。

・⾼校生も来るような意外と若い方もいるフェアでした。投資系では、最年少になることが多かったので、今
回は幅広に年齢層でよかった。

・ 熱気があり大勢の方が来ていて、孤独になりがちな投資家にとって頑張る気が出てきました。
・ 会場がちょっと狭い。
・ 有料でもいいので中継をやって欲しい。会場の規模をもっと大きくして欲しい。
・ 隣の会場の声が邪魔になったのが残念。
・ 投資戦略フェアには初めてきました。今までのセミナー（生での）など参加したことがなく、初めてバカラ
村さんのセミナーに参加してみました。

・座席の間隔をもっと広げて欲しい。エコノミー症候群になってしまいそう。・各会社のミニブースの時間ス
ケジュールもパンフレットに記載して欲しいです。・ひろぴー、ボリ平さんを呼んで欲しい。・仮想通貨の実
践的なトレードする講師を希望します。

・初めての参加ですが内容が濃くて疲れました。ただ各講師とのアクセス法がわからず、その点は改善頂けれ
ばと思います。（アクセスは全て出店企業又は組織でした。）
・ セミナー中椅⼦に座れてよかった。今回がちょうど良いと思う。（前回は多すぎ）
・ 休憩場が欲しい。企業のブースよりも、もっとセミナーを充実してほしい。

・ 素晴らしいイベント。企画など良かったです。証券会社の人とコミュケーションができで良かったです。

   それほどあまり期待指定なかったのですが、参加して聞いてみると、すごく参考になりました。それにお話
が凄くわかりやすかったです。
  来年も来たいと思いました。ありがとうございました。

・ 初めての参加でしたが、投資アイディアやヒントを得る機会となりました。  直近のマーケットや為替につ
いてのプロの意⾒を聞くことができてよかったです。

・ 浜田節⼦さんといったラジオで声を聞いていた方にお会いできてよかった。講師の方が本音で話してくれて
よかった。

  座席権制度はとても良いと思う。ただ、「⽴ち⾒」と並ぶところが同じで分からない。C会場12︓45のパン
ローリング側の男性、席が10分過ぎても後ろ3列空いているのに



  ⽴ち⾒をさせた。当⽇来ない人もいるのに 不満。
・ ⽇産証券ブース⾼橋講師の⾒にセミナー、興味深かった。会場内の換気をもっと良くして欲しい。
・ セミナー講師の成田さん、久保田さんの解説が分かりやすくて、とても参考になった。また、江守さん、⻄
原さんの今後の⾒通しも資料を通して納得のいく説明で勉強になった。

 大橋ひろこさんの進⾏がいつもながら、こちらの聞きたい疑問展を聞いてくださり大変素晴らしいとありが
たく思っています。

・ システムトレードの出展が少ない。毎年同じ人で同じ内容ばかり。本当に儲けている人が出ない。セミナー
屋は情報やはいらない。本を買いに来たが割引率が低いのでアマゾンで買う。

・ ⼩次郎講師はわかりやすい。
・ 次回も多くの情報を獲られるフェアをお願いします。
・ パンローリングの書籍やDVDの現物を⾒て、購入判断ができるのでとても良い。ミニセミナーも参考にな
るものばかりで非常に勉強になりました。

・ Prのために証券会社の方は資料などをくれますが、エコの観点からシンプルにして欲しい。紙袋などに入れ
て渡されるのは正直いらないです。

  お話をきいてみて、欲しい所のだけ資料をいただく方が良いです。A会場の講師  久保田優太さんのセミ
ナー進⾏のパワーポイントがいろいろ動かしすぎてて、忙しなかったです。それは気になる点でマイナス1し
ました。

・ 事前にwebで 出展社の出展内容があった方が良い。どこの会社が出展するかの表⽰はあったが、その内容
までは記載されていなかった。
・ 良い勉強になりました。
・ セミナーのタイトルと実際の内容の差が大きい場合、時間の無駄だったと感じる。 今回は羽根英樹さんの
セミナーが残念でした。

  おそらくほとんどの受講者がそう感じたと思います。受講者にアンケートをとらせるだけではなく、パン
ローリングのスタッフも実際に受講すればそのセミナーの良し悪しはわかりますよ。
・ 大変勉強になりました。隣のブースの音が聞こえるので防音仕様にしてもらえるとありがたい。

・多数の企業の話が聞けてよかったです。

・DAIBOUCHOU先生のセミナーは初⼼者にもわかりやすく楽しく学べました。桐谷先生は、⼀度お会いした
いと思っていたので、今回お話を聞けて本当に嬉しかったです。私の中ではアイドルに会えた気分です。

 事前に会場MAPをネットで⾒られたら良かったなと思います。書籍は優待株や初⼼者向けの漫画なんかも
あったら良かったと思います。セミナーとセミナーの間、時間がある時にじっくり選べたらなと。

・出展社が増えて欲しい。
・ ⼀昨年、病気。去年、所用で参加できなかったので楽しみにしておりました。
・歩⾏通路の 流動性かくほをお願いします。⽔のみエリア（飲み物可）が欲しいです。
・場所が狭い
・お世話様でございます。ありがとうございます。



・特に無し

・各ブースの粗品が毎年少なくなっているように感じます。仮想通貨の出展社をもっと増やしてください。

・出展社ミニセミナーの予定を事前に公表していただきたい。（講演者や時刻など）
・非常に⾯⽩かった（良かった）です。知らない基本的な情報がたくさん有りました。本もたくさん買いまし
た。勉強します。

・⾷事を取ったり休むスペースがあった方が良いです。セミナー間の休み時間短いので外出する時間がないの
で。

・休憩スペースを設けてほしい。バタバタとセミナーやブースを回り、時間も余りない為、ちょっと座って飲
み物など飲めるスペースがあると助かる。

 桐谷さんの優待講演とても良かったです。お忙しくて寝不⾜との事でしたがお体気をつけてがんばってくだ
さい。

・初めて参加しましたが、とても参考になりました。また参加したいです。FX系がもっと聞いてみたいと思い
ました。

・スライドをただ読んでいるだけのセミナーが多くて残念。せめてスライド資料だけでももらえるようになる
といいです。
・セミナーの受付⼥性の態度が悪くて嫌だった。とても不親切
・各講座のテキストが上開きでしたが席が狭いので去年の左右開きがいいです︕︕
・各講演の申込時に対象を書いて欲しい（現物、FX、 デイトレード等）

・ききたい講演がfullだった。
・始めてきましたが凄く混んでいてびっくりしました。
・今回は久保田博幸さんのセミナーがあったので参加しましたが、とても良かった。今回もマクロ的な世界が
どのように動いているか、又はどのような動きになるかを知るようなセミナーが増えて欲しい。
・以前も参加したが、岡安商事は後で営業がしつこかった。今回も出ているのでうんざり。
・サクソバンク証券の社⻑の声が良く聞こえなかったのは残念だった。

・各セミナーがどれも分かりやすくてよかった。出展社のミニセミナーや資料だけでも参考になった。
・講演会場が狭くて怖いので会場を変えてください。

・相場⽒のセミナーは判然としなかった。トレンドのつかみ方の参考になりそうだったので聞いてよかった。
桐谷さんのセミナーは株式売買の⾯⽩さを思い出させてくれるので、毎年モチベーション向上の為に聞きた
い。

・IPOセカンダリー投資のレクチャーが⼀番良かった。 大変勉強になりました。全てのレクチャーでレジュ
メが用意されると良かったと思います。
・仮想通貨等、セミナーが追加されたのは良かったです。

・ミニセミナーのタイムスケジュール表を事前に知りたかったです。
・とにかく席が狭いのでもっと 広い会場で開催して欲しい。本は何％割引きか教えて欲しい。
・人が多くて混雑しすぎ、もっと大きな会場にするべき。



・パンローリングの講演は内容があるから参加してます、これからもお願いします。
・オプションをやろうと思った。
・会場の変更をもとむ
・毎年楽しみにしてます。

・B会場のセミナー江守⽒不要です。⻄原さんだけのセミナーにしてほしかった。江守さんの声はミュートに
したかった。大橋さんまとめ役お疲れ様です。

・くりっく365はレバレッジ規制の関係で、敵とみなしています。絶対取引しません。
・受けたいセミナーが人気で受けられなかった。
・資料をたくさんもらえてよいが荷物になる
・会場狭い、時間がタイト

・いろいろなテーマのセミナーが参考になりました。各ブースのミニセミナーも良かったですが、観客の並び
などもう少しアレンジしてもらいたいです。
・C6 Tyun、タケ、むらやん 資料欲しかった

・講師が有名な方ばかりで良い。ただセミナー会場のイスが狭く座っているのがつらい。
・いろんな会社の内容がきけるチャンスでした。よい機会だったと思う。
・セミナーの座席を自由にしてほしい。時期を3⽉16⽇以降にしてほしい。確定申告でいそがしいため。
・大変参考になっております。ありがとうございます。

・投資家で成功している人と講演者としての上⼿さは⽐例しないと改めて思った。成果を出していない人の話
には説得⼒に⽋けるかもしれないが説明下⼿の人の話は(たどたどしい、声が聞き取りにくいなども含む)やは
り話が聞きづらいセミナーをする、講演をする人は事前に話すテストを受けて訓練を受けてほしい。折角のセ
ミナー、分かりやすく気持ちよい刺激を受けて帰りたい。

・セミナーの申し込み時期が分かりにくく、埋まってしまっていたのが残念だった。2度目の出席です。セミ
ナー勉強になり感謝しています。
・ありがとうございました。
・いつきてもたのしい。
・会場がせまい


