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弱気が勝つ 

海外・国内モニター大絶賛！！ 強気のブル 

弱気のベア 



熊（ＢＥＡＲ）ベアと牡牛（ＢＵＬＬ）ブルの 
物語の始まりです。 



 
バイナリー（ＢＯ）でお稼ぎになるにはＦＸで学び・・・ 
ＦＸでお稼ぎになるにはバイナリー（ＢＯ）で学ぶのが最善の方法です。 
ＦＸもＢＯも為替取引の派生商品ですのでマーケットは同じです。 
つまり同じマーケットで取引の判断が可能なのです。 
異なる時間足のローソク足は１分足も日足も同じマーケットで派生します。 
ローソク足は直近の取引の値動きを表わしていますが経過は推移を 
表わしています。 
為替マーケットにおける多くの投機筋はこの推移と世界経済の動向を 
勘案しながら取引を行なっています。 
ＩＴ時代の現在、世界経済はグローバル化が進み時差が無くなりました。 
株式も石油も債券も商品も世界の金融市場はすべて連動しています。 
その集約ゾーンが為替マーケットと言えます。 
皆様は直接的には為替マーケットで取引する事は出来ませんが 
為替相場を形成している人間の心理を知ることは可能です。 
短時間のＢＯでも長時間のＦＸでも為替で稼ぐにはここがポイントです。 
つまり為替相場を読むと言う事は即ち相場心理を読むことです。 
相場心理とはズバリ群衆心理です。 
群衆心理がトレンドを形成するのです。 
下手なテクニックを駆使するよりも群集心理によるトレンドに 
逆らわない順張りこそがＦＸやＢＯで稼ぐ最善の方法と言えます。 



 
あなたは利益と損失のどちらが嫌いですか。もちろん損失ですね。 
あなたは利益と損失のどちらが好きですか。もちろん利益ですね。 
そのあなたが、もし１００万円投資して見る見る内に値上がりしたら 
すぐに売りますか？好きな利益は楽しみながら様子を見ますね。 
しかし、見る見る内に値下がりしたら素早く売りますか？ 
利益は好きですから待てますが損失は嫌いにも関わらず浅目の 
傷は我慢して損失を確定せずに伸ばします。 
結果的に傷口はどんどん深くなり・・・恐怖が芽生えます。 
損失が投資額の１００万円近くなった時、せめて３０万円位まで 
戻したら、そこで損切りをしたい・・・の願望に代わります。 
ご存知ですか？日本語には「恐怖」の対義語はありません。 
「恐怖」が過ぎ去った後の「安堵」はありますが恐怖に対する 
手段は「損切り」しか無いのです。 損切り出来ないがために 
結果的に強制終了のロスカットの憂き目に遭います。 
その経験則を踏まえて多くの投資家は損失を回避する為にも 
値下がりに対して過敏に反応します。 
人間の心理において恐怖は不安よりもはるかに大きなマイナス感情です。 
まして群集心理がそこに集まればとてつもないエネルギーになります。 
したがって値上がりより値下がりの方がはるかに加速度が高いのです。 
 



 

為替相場を群集心理に置き換えた時、値下がり相場で取引を行なう方が 
断然有利と言えます。  海外では・・・ 
値上がりは牡牛が角で下から上に突き上げる様に例えてブル（BULL）強気相場 
と呼び値下がりは熊が大きな爪で上から振り降ろす様に例えて 
ベア（BEAR）弱気相場と呼びます。 
群集心理と恐怖を相場にあてはめたら絶対的にベア（BEAR）弱気相場の方で 
勝負した方が有利なのです。 
初心者であってもプロ並みにお稼ぎになりたかったら・・・それほど稼ぐ必要が 
無くても・・・弱気が勝つブル相場でお金を殖やして下さい。 
為替相場には４種類のグループが存在します。 
①すでに上昇にポジションを持つグループと 
②すでに下降にポジションを持つグループ 
③どちらにするか様子を見ている待機グループ 
④上昇グループで損切りに迷っているグループ 
下降相場には人間の最も弱い心理が含まれています。 
天井知らずの上昇相場の期待感よりも奈落の底に落とされる下降相場の 
恐怖心の方が計り知れないほど大きいのです。 
今回ご紹介の「ＢＢパワー」は群集心理を具現化したチャートです。 
これによりトレンドの兆候と形成と終息と大きさと期間が把握できます。 
ＦＸにおいてもＢＯにおいても取引のタイミングを図る上で最も重要な要件が 
明確です。 一目瞭然に分かりやすいチャートですので多いにご活用下さい。 



 

ＢＯのバイナリーオプションは期間内の時間取引ですが見方を変えれば強制 
終了のロスカットと同じです。 
１回の取引における損失額は事前には決められているから安心と考えるのは 
失礼ですが・・・・全くの素人です。 
勝率にこだわって１００回取引して８０％勝てば、儲かるという論理は誤りです。 
小額の取引を数多く行えば行うほど勝率は５０％に近づくのです。 
小額の安易さがそれに拍車をかけます。 
１回１回の取引は１００％勝てる場面で勝負してこそ投資の成果に繋がるのです。 
全戦全勝で臨んでこそ期待する利益がもたらされるのです。 
いかにして勝つかを真剣に考えるべきです。 
為替投資における多くのノウハウ本はいかにして稼げるかを取り上げますが 
本来は勝てる場面を探す前に負ける場面を回避する事です。 
負ける場面を回避するに・・・・本当にスキルは必要有りません。 
今日からスタートする超初心者の方でもいとも簡単に出来ます。 
ベア（BEAR）弱気相場だけで勝負すれば良いのです。 
なまじ、上昇・下降の美味しい場面を探すのではなく、人間の群集心理が最も 
顕著に露呈する場面だけを取引すれば良いのです。 
再度申し上げます。 
群集心理と恐怖を相場にあてはめたら絶対的にベア（BEAR）弱気相場の方で 
勝負した方が有利です。落ちる（下降）トレンドは上昇トレンドよりも数段に 
早く大きいのです。ＢＯで稼ぐには最適のエリアなのです。 



欧米の投資家は上昇マーケット
を牡牛が角で突き上げるに例え

て強気のＢＵＬＬ（ブル）と呼び 

下降マーケットは熊がツメを 
振り降ろすようであることから 

弱気のＢＥＡＲ（ベア）と呼
びます。 

強気のブル 

弱気のベア 



弱気が勝つ。 

ＢＵＬＬ ＭＡＲＫＥＴ 

ＢＥＡＲ ＭＡＲＫＥＴ 

強気のブル 

弱気のベア 



相場はいつも強気の買い手（上昇の牡牛（ＢＵＬＬ）と 
いつも弱気の売り手（下降の熊ＢＥＡＲ）の戦いになり 
ます。イメージはこのような感じですね。 

値動きは牡牛の角に例えられ角で突き上げることから上昇であり 
熊は爪で上から下に向かって引き倒すことから下降を意味します。 



英語版 http://planetin.net/en/ 英語版のホームページです。 

今回、プラネットの英語版をご利用の欧米の皆様と日本国内の 
皆様・合計７０名様によるモニタリングを行いました。 
欧米の手法（メソッド）の良さと日本国内の手法（メソッド）の良さ 
を採り入れたチャートを制作する為です。 
モニタリングの結果、なんと超初心者が最高利益を出しました。 
そのインジケーターを組み合わせて完成したチャートが 
「ＢＢパワー」です。まさに日欧米合作によるインタナショナル 
なチャートです。 

http://planetin.net/en/


「ＢＢパワー」チャートの開発コンセプトは単純に強気のＢＵＬＬ・ブル（上昇）や 
弱気のＢＥＡＲ・ベア（下降）を探すのではなく強気や弱気になる根拠を明確に 
する事でした。 
トレンドの発生の原因は買い手・売り手が一歩も引かない状況の中で様子を 
眺めてから参加する待機組と、どちらかに傾くことで損切りをしなければ 

ならない逃避組の四者が相場に 
介在しているからです。 
 
 
 
 
 
それを、チャートにヒストグラム化 
したのがＢＢパワーチャートです。 
 
凄いチャートです。 

どうぞご覧下さい。 
 

①     ②    ③    ④ 



トレンドはいつスタートしていつピークに達し、いつエンドに向かうか。 
それを知るにはベアパワー（売り手）の強さとブルパワー（買い手）の弱さ（損切り）を 
分布状況にしてヒストグラム化すれば視覚的に認識が可能になります。 

ヒストグラムとは、統計グラフの一種で、データの分布状況を 
視覚的に認識するために主に統計学や数学、画像処理等で用いられる。 
柱図表、度数分布図、柱状グラフとも言います。  



下降の赤は弱気のベアです。 
その中にある青は強気のブルが一転して損切りに転ずる状況と 
それに乗じて待機組の売りが殺到したからトレンドが発生したグラフです。 
しかし、いつまでも続きません。このチャートはそれを見極める為に 
ヒストグラムで表示しています。 
 

一番注目すべきは下降の赤のバー中の 
ブルーのバーです。 
 

弱気のベア 

強気のブル 
の損切りと待

機組 

ココで 
終了 



通貨の相関 追加トレンド 

トレンド 

 

  全体チャート 

お勧め対象通貨ペア 
ＥＵＲＪＰＹ・ＥＵＲＵＳＤ・ＵＳＤＪＰＹ・ＥＵＲＧＢＰ 
ＧＢＰＵＳＤ・ＡＵＤＵＳＤ・ＡＵＤＪＰＹ 

トレンド 

絶対ゾーン 

シグナル 

追加トレンド 通貨の相関 

トレンド 



モニタリングの結果、超初心者が最高利益を出したチャートはどなたが 
見ても成果は同じです。 
なぜなら、エントリーポイントは黄色のラインの部分の認識は同じになるからです。 



メインチャートではイエローとレッドの２本のラインが有ります。 
その外側にローソク足が推移してバックにブルーのラインが連なれば 
そこはトレンドです。シグナルが事前に知らせてくれます。 
グリーンの縦のラインが１５分間隔（インターバルライン）です。 
見事に１５分のインターバルにそれぞれの連続性が収まっています。 



１５分間隔（インターバル）が有効的に働きます。縦のグリーンのラインが 
１５分間隔のラインが自動的に引かれます。良くご覧下さい。１５分間隔で 
綺麗に同一方向になっています。ブルの下降で勝負するならココしかあり 
ませんね。一目でココ！と分かるのが大切なのです。 

エントリー 
ポイントは 
ココです。 



ココで勝つ。 
BB power win 
point 



弱気が勝つ。 
ダウントレンドは損切りで更に加速します。 



値動きのプロセスによるローソク足の位置関係を良くご覧下さい。 

ＡとＢは同じですが位置が異なります。つまりＡの位置はＣが下降する 

事で上昇するのです。Ａは最初からＢのように上に位置していれば、どなたでも、Ｃはすぐ
に発見出来ます。 ＭＴ４は自動で画面を調整する機能で変化します。 

これに惑わされないようにするのが勝つ秘訣です。Ｄが本当の答えです。買い手（上昇）が
無くなり売り手（下降）だけになってトレンドの予兆が開始されました。 結果Ｃのトレンドが
形成、そしてＥが終息です。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

少し良い話です。 



強気のブルはＤのポイントでは完全に 
消えています。ここから弱気のベアが 
トレンドを開始する予兆が認識できます。 

Ｄの段階で察知してＣで取引開始Ｅでは 
終息になります。ヒストグラムで見事に 
表現されています。 

為替投資における弱気は決して消極的な 
戦法ではありません。 
損失のリスクを回避するには最善の策です。 
強気の上昇のブルが弱気に転じて弱気の 
ベアと合流すると加速が更について、 
とてつもないダウントレンドが生じます。 
プロの多くはこのようなシンプルな取引で 
稼ぎます。 
超初心者であってもなんら臆することなく 
対等に稼ぐ事は可能なのです。 
 

弱気が勝つ理由① 



ＥＵＲ／ＪＰＹ 

ＥＵＲ／ＵＳＤ 

ＵＳＤ／ＪＰＹ 

弱気が勝つ理由② 
通貨の相関の整合性 

３通貨ぺアが全て弱気の 
ベア（赤色の下降）なら 
１００％の確率でEUR/JPYは 
下降します。 
これが通貨の相関における 
整合性です。 



弱気が勝つ理由。③ 

早めのシグナルは準備の 
合図３通貨の値動きの 
バーチャートは１００％の確率 
そしてヒストグラムはトレンドの 
大きさと長さ（期間） 
すべてがトレーダーの 
味方です。 



最後までご覧頂き有難うございました。 
 
プラネットホーム開設１９年目にして 
海外と日本の手法をジョイントする 
事に成功しました。 
 
為替の相関による優位性を活かしつつ 
相場の根源である投資家の心理を捉え 
たチャートです。 
 
為替投資はグローバルの時代を迎え 
ています。 
 
ストレスなく確実に稼ぐ時代です。 
どうぞ、ＢＢパワーをご活用されて豊か 
な人生をお過ごし下さい。 
 
サポート★プラネットがお手伝いさせて 
頂きます。 



※商品内容：テンプレート3本 インジケーター10本 説明書付 
      『ＭＴ４マイチャート制作法』（全２１ページ） 
※本商品のセールスタイプはダウンロード版です。 
      サポートはご購入日より１年間で回数は無制限でメールで対応させて頂きます。 
      サポートは商品の設定サポート及びセミナー研修会等のご案内をさせて頂きます。 
      当該製品のアップロードは約半年サイクルで無料にて更新を行います。 
※商品はＭＴ４（ダウンロード無料）に設定してご利用下さい。 
 

弱気で勝つ。 定価４万８千円 



 

※環境設定  
 
メタトレード４専用 ＭＴ４をダウンロード（無料）デモ口座も可能です。  
『サポート★プラネット』で設定のサポートをさせて頂きます。  
推奨業者・ＭＴ４（ＦＸＤＤ社） OS： Windows7. 8.10  
CPU： Pentium1GHz以上 メモリ： 512MB以上（1GB以上推奨）  
解像度： 1024×768以上 接続環境： ブロードバンド（光回線推奨）  
『BBpower』はプラネットホームの開発商品で著作権が有ります。  
商用及び無断転用はお断りしております。  
【 預かり金の禁止 】  
当方は資金のお預かり及びシグナル配信などは一切行いません。  
トレードにおけるユーザーの収益及び損失等に関しては責任は負いかねます。  
※表現及び商品に関する注意  
本商品に記載された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を  
保証したものではありません。  
※投資に係るリスクおよび手数料について  
信用取引やFXは価格変動リスクを伴いまた証拠金を上回る取引を  
行うことがあります。場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。  
信用取引やFX又はバイナリーオプションは取引業者の売買手数料がかかります。  



お勧めの対象通貨ペア 
ＥＵＲＪＰＹ・ＥＵＲＵＳＤ・ＵＳＤＪＰＹ・ＥＵＲＧＢＰ 
ＧＢＰＵＳＤ・ＡＵＤＵＳＤ・ＡＵＤＪＰＹ 

making-of chart 

Support Planet 


