
投資戦略フェアEXPO2017 3月11日（土）開催　主催：パンローリング株式会社

アンケート結果

26.64%

67.76%
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満足度

とても満足 満足 不満 とても不満

90.45%

2.55%
7.01%

来年開催

希望する 希望しない 大阪開催

82.19%

17.81%

性別

男 女

35.94%

64.06%

新規率

（データから作成）

新規率 2016年参加者(リピーター)



0.43% 6.09%

17.61%

32.17%

26.96%

16.74%

年齢

19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

27.33%

4.12%

13.02%

14.32%

13.45%

5.64%

3.69%

0.65%
17.79%

総資産

500万円未満 700万円未満 1000万円未満

2000万円未満 5000万円未満 1億円未満

5億円未満 5億円以上 答えたくない

40.34%

6.01%

11.80%

11.59%

9.01%

2.58%

2.15%

0.64% 15.88%

運用資産額

500万円未満 700万円未満 1000万円未満

2000万円未満 5000万円未満 1億円未満

5億円未満 5億円以上 答えたくない

31.78%

16.31%

32.84%

11.44%

5.93% 1.69%

経験年数

5年未満 5年以上 10年以上

20年以上 30年以上 40年以上

68.59%
0.93%

3.53%

5.02%

6.51%

4.83% 10.59%

職業

会社員 学生 会社経営 主婦

専業投資家 答えたくない その他

36.18%

2.63%22.37%

32.46%

3.95%

2.41%

住居
一戸建（持ち家） 一戸建（借家）

マンション（持ち家） マンション（賃貸）

社宅・寮・公営住宅 その他
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経験のある投資商品・取引
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興味のある投資商品・取引



Q13.ご意見・ご感想

・ セミナーを4つ受けたが、全て事前予約してたのに、アンケートや資料を受け取れたのが1つだけでした。

・ 1年目には少し難しかったですが夢がある内容でよかったです。

・ 休憩スペースがあればよかったと思います。

・ 小次郎さんのバーチャルトレード良かったです。

・ とてもおもしろかったです。特にFXを教えてくださった講師の方はそれぞれ短い時間の中でしっかりと稼ぐことのコツ、勝つことのコツ、

負けないための戦い方をしっかり伝えて下さったので、有意義でした。遠方より来てよかったです。明後日からの戦略にしっかり生かしてい

こうと思います！

・ とても勉強になりました。今後も毎年生きたいと思います。よろしくお願いします。

・ ＤＵＫＥ．さんの内容が丁寧でよかった。桐谷さん話が楽しかった。入場券（ハガキ）の発送をもっと早くして欲しい。

・ 豊富なプログラムありがとうございます。また来たいです。一方投資力は上手いながらも活かしが上手くない方も多く活力を兼ね備えた人

（説明力）が望ましいです。自慢話、細かすぎてわからない。聞いたら成長するような話が聞きたい。

・ ありがとうございました。

・ 初めての参加ですが、盛大でびっくりしました。他に参加したい講演もたくさんあったのですが、全部という訳にはいかず残念でした。今

後も開催を希望します。ありがとうございまいした。

・ 各ブースのミニセミナー時に人が多すぎて落ち着かないので何か工夫をして欲しい。

・ 会場の変更を希望。もっと広い会場へ。

・ 先に投資戦略フェアの申請がスタートしたのでラジオニッケイのセミナーが受講できませんでした。時間が重複してしまうので、同時に申

込出来た方がありがたいです。

・ もっとフロアが広いといい。休む所、本を立ち見するスペース。

・ 講師のプレゼン資料をダウンロード（ｐｄｆ）できるようにしていただきたい。

・ 会場の大きさに比べて人が多すぎる。来年以降はもっと広い会場で開催して欲しい。

・ 去年、一昨年とアンケートで暗すぎると度々書いていたが、なかなか最善されなかったのが今年は改善されていたのが良かった。

・ スタンプラリーが途中で終了した。最近そういうのが多い。

・ パワーポイントを配布して欲しい

・ 会場が狭いのでもう少し広いところで開催して欲しい。（会場のキャパに比べて人が多すぎる） 投資戦略フェアのスケジュールが確定する

前に申込を開始するのはやめていただきたいです。（後からスケジュールがアップされたセミナーを申し込みたかった）出展社のミニセミ

ナーについてもタイムテーブルに載せて欲しい。

・ 来年からも是非開催して頂ければ幸いです。講師の皆様の講演はとても勉強になりますし、各ブースでもいろいろな投資商品や企業の方に

目を向ける良い機会と思っています。

・ 人が多すぎて会場内を移動できない。

・ スタンプラリーの終了が早すぎる。もう少し会場を広くして欲しい。満足に説明が聞けない。

・ 「サイクルから見た株式相場 有望セクターと銘柄」のセミナーを受けました。菅下先生の波動の話は、とても勉強になりました。これか

ら、目先の盛り上がりだけでなく、チャートを見て投資判断をしていきたいと思います。

・ DUKE。さんの講演だけ聞きにきました。具体的な考えや反省の仕方など、大変参考になりました。ありがとうございました。

・ 地方でもやって欲しいです。とても良かったです。DUKE.さんの生の話、本にのってない内容でここが真髄と感じました。

・ お疲れ様でした。

・ 吉野さんと中村さんの対談がためになった。先物のロングショート戦略など個人が使える戦略をもっと聞きたい。Aiとテクニカル、クオニ

ツとテクニカルなど今回の吉野さんと中村さんの形でもっと時間を取ってやって欲しい。次回の企画待ってます。

・ ある程度広いスペースの会場ではあるが、A会場だけもう少し広めにした方がよい

・ 会場をもっと広くしてください。

・ 期待した以上に中身の濃いフェアで大変驚きました。来年も是非参加したいと思いました。

・ 毎年楽しみに参加しています。参加した講演で資料がないのがあったので配ってくれたら嬉しい。

・ ウルフはすごいためになる講演で良かったです。また聞きたいです。

・ いつも人が多い

・ 参加人数が多く投資の関心の高さが伺えた。さすが東京だ。また来年も参加したい。

・ 2講演ともとてもわかりやすく勉強になった。



・小次郎講師面白かったです。

・各講演の定員を増やしてください。人気の講演はすぐ満員になってしまいます。よろしくお願いします。

・複数名のセミナーでは時間が短く感じ、もっと長く話を聞ければ更に良いと思いました。

・毎年楽しみにさせて頂いてます。来年も是非開催をお願いします。

・セミナーを増やしてほしい

・場外の騒音がうるさくてよく聞き取れなくて残念でした。次回何とかしてください

・参考になりました

・会場が狭すぎる。セミナーでは他のセミナーの声が入るし移動が大変。ブースは見れない。また駅から遠い。国際フォーラムなど安くて駅

から近い会場にして欲しい。

・もっと広い会場で開催して欲しいです

・デリバディブ商品の売り込みが多く感じました。必要なじょうほう等があまり得られませんでした。とてもふんいきは良い感じがしまし

た。講師の方はとても熱心でいらっしゃいましたが、内容が予想していたものと異なる場合が多いです。事前にもう少し詳細内容を知れたら

助かります。※全体として、良いイベントだと思います。

・休憩スペースがほしい。

・東京駅近郊で開催してほしい。

・セミナーへの申込みがたいへんわかりにくい。

・総じて不満はないが、ただひとつ、書籍販売ブースでオプション関連の書籍が少ないことが不満だった。

・セミナー中にブースの声が大きく聞こえづかった。

・無料のセミナーなのでしかたありませんが、会場が混みすぎだと思います。

・大手証券会社の出展もあるとよい

・人が多すぎた。

・何より本・DVDいろいろなものが割引で買えてよかったです。

・他会場の声が響くのは困りました。が全般的によく運営されていると思います。

・とても参考になりました。今後の活動の参考にします。

・とても人がいて、にぎやかで、良いフェアだと思いました。

・セミナー会場、イスの間隔がないので、狭い。隣の人とぶつかるので落ち着かない。

・トイレのゴミ箱がいっぱいであふれており、そうじの人が困っていたので出入り口にゴミ箱を設置してほしい。

・去年のこのイベントでCMEの魅力を知り(日本でも取引できることを知り)、実際に取引をやってみてすごく良かった。成田先生のセミナー

がとても良く、勉強し、大阪のPANのイベントにも行ってみたほど。今回の近藤先生の話ももっと聞きたい。ビリオ先生や玉川先生などいわ

ゆる"王道"ではない商品のセミナーをこれからも期待しています。お二方ともとても興味を感じ新たに勉強したいと思いました。

・本日はありがとうございます。

・毎年参加しているが年と会場が狭くなっている。人が多すぎて各ブースや往来に不自由している。会場をもっと広めの所に再考してはどう

か？また隣会場のマイクの音がよく聞こえ集中できない是非会場をかえてほしい。

・DUKEさんのセミナーはとても勉強になりました。会場はもっと広いところでやってほしいです。

・普段一人でトレードをしている毎日ですが、こういった機会でトレードの世界の広がりを感じることができ有難かった。

・人が多過ぎ…。通路をもっと広くして歩きやすくしてほしい。スタンプラリーの商品が早々になくなったらしく…残念。6と2がすごくわか

りやすかった。（初心者に）むらやんさんは話の進行が上手いですね。

・会場が狭い講演は大変良い。プレゼントが少なすぎる。貴社HPのイメージが暗くて分かりづらくて少し怖い。

・桐谷さんと向後さんの講演は毎回株式投資の面白さを感じさせてくれるので、今後も聞きたいです。

・ 実際に会ってみたい講師に会うことができてよかったです。

･ ウルフさんの個人投資家へのエールに感激しています。初心者なのも、もっと勉強します。

・えつこ先生にお会いできてよかったです。ありがとうございました。やはりセミナーに出席すると本に書いていない知識も得られていいで

すね。損をしてほしくないという親心がひしと伝わって来ました。まだまだ勉強不足だなーと反省しました。今後ともよろしくお願い致しま

・DUKE先生の緻密かつ堅実なご講演、大変勉強になりましたし、何よりどのレベルの人にもわかりやすく聞きやすかったです。付録資料も貴

重で初心者の私にも投「資」とはやはりこのように粛々と行うべきものだなと初心にかえる思いでした。奇をてらう手法や説明ではなく、誠

実で深い内容にさらに勉強しなければと気を引き締める思いです。

・とても勉強になりました。参加してよかった！

・一番目の相場師朗先生の講演からたのしくためになる話を聞かせていただきました。ほとんど良い講演でした

・セミナーに魅力がありまた参加したいと思います。参加料1000円くらいかかってもいいので個人投資家のノウハウセミナーもあるといい。

・ウルフさんのセミナー早々に申し込みしたにもかかわらず激混みで会場に入れず。何のための申し込みだったのか。意味ない。

・ありがとうございました。もっとスムーズに入退室できるといいなと思います。



・少し書籍の割引率下がった？でしょうか？

・毎年楽しみにしています。見たいセミナーが重なってしまう。

・得るものがありました。ありがとうございます。

・書籍をもう少し割引きしてほしい。

・いらない資料を捨てる場所を作ってほしい。

・内容はとても良かった。有料でもいいのでゆとりのある会場でやってほしい。ドリンクコーナー位はあっても良いだろな。

・毎年きているが、会場のキャパに対して人を入れすぎているので、通路が歩きにくい。もう少し通路幅をとってほしい。

・近藤さんのセミナーの詳細を学べる追加のセミナーの開催を希望します。

・毎年楽しみにしております。

・さや取りなどの方法を教えてほしい。

・人が多すぎて講演会場に入れません。

・プラスのリスクだけでなく、マイナスのリスクについても話してほしい。

・ありがとうございました。

・出入り口の数をもう少し増やしてほしい。次のセミナーに移動するのが困難なため。

・セミナー前に飲み物（水など）サービスがあればよい。

・各セミナーとも興味深くききました。入場もしやすく今回はよかったと感じます。

・初めて参加したけど活気があってよかった。参加したいセミナーがかぶっていて参加できないものもあり残念だった。プロのトレーダーの

セミナーが生で聞けて見ることができ大変よかった。投資に対するモチベーションが上がったと同時に、勉強すればするほど投資の難しさを

感じ、今後さらに勉強していかないといけないという気持ちになった。

・精神的な面よりもテクニック的な部分を教えてほしいです。

・パンローリングも月1回位の有料セミナーも良いかなと思う。

・ネットで世界中の金融商品が購入できる時代なので、その活用法も紹介してもよいかなと思う（海外証券紹介やファンド紹介など）。

・とても勉強になった。月曜からのトレードに活かしたい。

・投資戦略フェアは最近の商品を調査することと、各種セミナーのよい機会となっています。

・後ろの席だと声が聞き取りづらいことがあった。

・B会場、D会場の時間を各15分繰り上げてほしい。そうすればD1→C2とかB3→A4のように講演を聞くことができるようになるので。

・斉藤正章先生のセミナーがすごくわかりやすかったです。聞きなれない「マザーズ失物」をテーマに具体的手法とバックテストの検証結果

を教えて頂きました。気になった点は、スポンサーの証券会社によって会社の宣伝が長すぎる点です。

・ぶっしーにはこれからもがんばってほしい。

・とにかく混雑がひどくなってきた。若干有料でもありかと思う。

・年2回位考えても良いかと思う。

・ウルフ村田氏のセミナー時にイスがなかったのはちょっとしんどかったです…。

・大変参考になりました。ありがとうございました。・有料セミナー、受講料にみあった内容とは思えない。特に坂本・田代さんのセミナー。有料なのに自分たちの通信スクールの宣伝をするの

は何事だろうかと思う。

・混雑しすぎで落ち着かない。入場者をもっと絞るべきではないか。

・やはり大きめの会場の方がよいです。

・立見でもイスを出して座ってよいなら最初から案内すべき。

・各講師陣の思考や戦略に共通していること。やってはいけないことは同じだとわかった。今後それを忘れずにトレードしていきたい。

・混雑していて通路が通れません。各社の方は通路での参加者への説明はしないようにしてもらいたい

・資料のないセミナーがあったが、ぜひ資料の配布をお願いしたい。

・今年（2017)の相場リスクが分かりました。今後はストップロスを入れて取引します。

・講演の内容が何の内容かわからないのでパンフに書いてほしい。例：システムトレード→株、FX、先物色々あるが、どの話かわからない。

現物株式しかしないのに、やっと始まったらFXのシステムトレードの話だった。

・バカラ村さん、セミナーでは負けた時のトレードも説明されてて参考になりました。桐谷さんおもしろいです。わらえるセミナーでした。

・会場が狭すぎる。

・個別セミナーの時間があらかじめわかるとよかったです。

・今回参加した講義は全て納得のいくものでした。またよろしくお願い。林先生の"金"相場のお話を聞きたかったです。今回は残念、次回期待

しています。また、中国様についてのセミナーもあれば、うれしいです。合わせてよろしくお願いします。

・書籍コーナーが昨年より、種類が多かった気がして良かったです。できれば古い本でも人気があるの（ブログ等でおすすめとうによくでて

いる本などです）は置いてほしいです。例えばデイトレード



・初めて参加しました。菅下さんの講演は流石の出来でした。会場、薄暗いため資料が見れないのがやや不満な点か？？

・投資情報を仕入れる貴重な機会でよかった。まさしく投資の最先端の情報を知る最高の機会でした。セミナーがどこも満席だったので、聞

きたいテーマを聞けずに終わってしまったのが残念。来年も楽しみにしています。

・参加証券会社に大手がいませんし、さらにインターネット証券会社も参加してほしいです。

・トレードの参考になりました。ありがとうございました。

・初めて来場したが、非常にためになった！！もう少し広い会場でもっとセミナーの選択肢を増やせてもらえると良い。

・ブースでの吉田さんのミニセミナーがよかった。普段聞かない分析・統計資料を前提に持論を展開され、正しいかどうかはわからないが、

新しい視点を示していただきました。ありがとうございました。

・せっかくぶっしーのセミナーがあったのに、おそらくみなの聞きたかったことが十分出てなかった。自分の日頃やっていること、やり方を

自分の言葉、論理構成で話してほしかった。そのことを聴きたいと思っている人は多かったろうにと思うのに、少し残念だった。

・大変勉強になりました。

・大盛況、大混雑。でも大満足。

・初めて参加したがとても興味深いセミナーばかりで面白かった。参加したいセミナーが同じ時間帯で残念なこともあった。

・株式とFXの講演を時間帯をずらしてほしい。例えば、石原順さんとえつこさんの時間を重ならないようにするとか。

・ちょっと人が多すぎるのでもっと大きな会場で開いてください。ありがとうございました。

・興味のある講演を選択して受講できてよかった。

・まわりがうるさくて落ち着かなかった。

・面白い講演をたくさん聴き、勉強になりました。ありがとうございました。

・総じて、今回のようなイベントを開催いただくことはありがたいと思っています。トレーディングに関し、まとめて聞くことができる場は

たいへん貴重に感じます。最近書店でもパンローリングさんの棚がふえているように感じ、うれしく思っています。

・菅下先生と和島記者の時間が重なっていたのは残念でした。しかしながら、このような素敵なイベントに参加させていただけ感謝いたしま

す。ありがとうございました。引き続きよろしくお願い申し上げます。（※会場がだいぶ寒かったです。）


