
シグナルで攻める。 
ＳＩＧＮＡＬ ＺＯＮＥ 

PLANET HOME 

● 勝利をアラートでお知らせ 



その時アラートは 

Low_Signal 

（注）アラート表示のサンプルです。 



一度出たシグナルは永久に消えません。 

ハイローオーストラリア 
Tuboスプレッド 
ペイアウト2.00 
USDJPY 5分  



シグナルの延長の値動きＨＩＧＨとＬＯＷのゾーンでエントリー 

ＳＩＧＮＡＬ ＺＯＮＥ とは？ 



● 勝利をアラートでお知らせ 

ＺＯＮＥ 

シグナルで攻める 

ＳＩＧＮＡＬ 



その時アラートは 

『Low_Signal』です。 

シグナルには『リペイント』も『あと出し』も有りません。 
１回出たシグナルは永久に消えません。 

注）リペイントとは値動きによって生じたシグナルが状況により点いたり消えたりする現象です。 
俗に言う「ダマシ」とも言われますが正確には値に対するシグナルですから値動きに応じて点滅するのは当然です。 
しかし、このシグナル『ＢＬＵE・ZONE』はローソク足の形成に伴うシグナルですので一度出たら永久に消えません。 



危険を回避 

危険 

ＨＩＧＨ 

ＬＯＷ 

危険ゾーンは対象外。 

危険 



守って攻める 

ＳＩＧＮＡＬＺＯＮＥ のＨ＆Ｌ 

Protect against 

ＨＩＧＨ 

ＬＯＷ 



検 証 
 
同じ時間帯で 
何勝できる？ 
 
夜７時～９時 
６連勝でした。 
 
 ＵＳＤＪＰＹ 
 ＥＵＲＪＰＹ 
 ＧＢＰＪＰＹ 
 ＥＵＲＵＳＤ 

 

連勝が目的です。 



４分割表示のＨＩＧＨとＬＯＷが取引のチャンスです。 

ＳＩＧＮＡＬＺＯＮＥ  とは？ 
トレンドがブルーに表示されるゾーンです。 



ＳＩＧＮＡＬ ＺＯＮＥ 
５・原・則 

① シグナル・アラート 
 
 

② ブルーゾーン 
 
 

③ ４分割（エントリーゾーン） 
               ＨＩＧＨ  
              ＬＯＷ 

④ １分足のトレンド 
 
 

⑤ 上昇・下降ゾーン  



 

ご購入頂く前に申し上げたい事がございます。 
 

シグナルゾーンは 『 シグナルで攻める 』 がテーマです。 
シグナル及びアラートを設定したのは初心者の皆様が 

不安を取り除き自信を持ってエントリーを行って頂くのが目的です。 
したがってトレード中に「シグナル」が出たら語りかけて頂きたいのです。 

「本当にここでエントリーして大丈夫なの」・・・と 
シグナル及びアラートが鳴ったらシグナルゾーンの５原則に計って下さい。 

値動きの位置がＨＩＧＨ又はＬＯＷのゾーンで有るか 
トレンドのブルーゾーンの中であるか 
上昇と下降は合致しているか 

プロのような眼でチャートを確認して下さい。 
それがシグナルを活用する本来の姿です。 

シグネル・イコール飛び乗りは絶対に慎んで下さい。 
 

稼ぐことが目的である以上危険を回避しながら 
為替投資を行って下さい。 

 
宜しくお願い致します。 

 
PLANET HOME 

 
 



     プロ仕様のチャートを初心者用モデルに 

ＳＩＧＮＡＬＺＯＮＥ 

Quadrant・４分割 

                初心者はシンプルに効率良く稼ぐことに専念して下さい。 



数え切れないチャンスが 
来るから慌てない。 

ベストトレードを快適に行う。 



「HIGH-LOW」 
シグナルは 
即時に確認 

ＥＵＲＵＳＤ 

ＧＢＰＪＰＹ 

ＵＳＤＪＰＹ 

ＥＵＲＪＰＹ 

アラートと同時にシグナルレポート 



上昇はHIGH ・下降は LOW でのみ取引 

ＳＩＧＮＡＬＺＯＮＥ でのみ取引 



※番号順に 
目線を動かして 
下さい。 

超簡単 
トレード法 

① 

② 

④ 
③ 

⑥ 

⑤ 

エントリー 

①  シグナルが出ました。（ 一度、出現 したシグナルは消えません。 ） 

②  ブルーゾーンと共にピンクのトレンドラインが出ました。 
③  ローソク足はＢＢラインの外側に位置して下降します。 
④  ここは『ＬＯＷ』のゾーンです。 
⑤  『ＬＯＷ』 のゾーンである事を再確認します。 
⑥ あと１秒の『次』にエントリーします。 
⑦ Ｔｕｂｏスプレッド・ペイアウト２倍・５分判定の勝利です。 

ハイローオーストラリア 
Tuboスプレッド 
ペイアウト2.00 
USDJPY 5分  

⑦ 



前のページに掲載の『超簡単トレード法』の７項目をご覧頂けましたでしょうか？ 
初心者の方でもエントリーポイントがひと目で分かるように制作されております。 

 
シグナルが出現していきなりエントリーではございませんので余裕を持って 

エントリーの準備を行って下さい。 
 

７項目を眼で追う事で勝利の確信が持てるようになります。 
 

チャンスは短時間に何度も訪れますので肝心な値動きのトレンドの角度の良い 
場面を選択して下さい。 

 
平行の値動きはレンジの状態ですので危険です。回避して下さい。 
ご自分での裁量（考える）の部分はそこだけです頑張って下さい。 



特別ご提供価格のご案内 

            

   商品名 『シグナルゾーン』 アラート付  
                                                      

・・・特別提供・・・    

価格２４,８００円                     
定価３２,８００円 

 
プラネット公式ショップ ※ご購入はカード決済も可能です。 

http://planetin.sakura.ne.jp/planet_eshop/ 
 

               ※商品内容   
                    テンプレート４本       インジケーター１３本  

                (  USDJPY / EURJPY / GBPJPY / EURUSD ) 
     

               ※  商品説明書（ＰＤＦ／全26ページ）  
               ※  ＭＴ４設定説明書（ＰＤＦ／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 
                      メールにて対応させて頂きます。 
               ※  サポートは商品の設定及びセミナー研修会等の 
                  ご案内をさせて頂きます。 
               ※  当該商品は適時、無料にて更新を行います。 

 

PLANET HOME 

http://planetin.sakura.ne.jp/planet_eshop/
http://planetin.sakura.ne.jp/planet_eshop/


レンジのチャートはノーチャンス 

値動き・ブルーゾーン・アングルなど比較して下さい。 



シグナルは必ず順番です。 

分かりやすいシグナル 

ＬＯＷ 

ＬＯＷ ＬＯＷ ＬＯＷ 

ＨＩＧＨ 

ＨＩＧＨ 

ＨＩＧＨ 

ＨＩＧＨ 



エントリーゾーンはどこですか？ 

ご・質・問 

ご解答 



ご解答 

どなたも答えは同じです。シグナル通りの勝利です。 



只今開催中の『超初心者教室』にご参加の５０名の 
皆様に『シグナルゾーン』 のモニターをお願いしました。 

以下はそのご感想とご意見です。 

東京 Ｋ・Ｎさん 
内心は期待していたチャートなのでドキドキしていました。 

キャリヤは６ヶ月の超初心者ですので感想も意見もとんでも有りません。 
シグナルが消えないのにまず感動しました。今まで学習してきたことが 

すべて具現化できているのでドキドキ感が増すばかりです。 

広島 Ｍ・Ｓさん 
とうとうその時期が来た感があります。 

裁量トレードにシグナルは不要で値動きの根拠を追求してきたので少し当惑しています。 
しかし、シグナルが出ると思わず緊張が走りますね。 

「ウソだろう？」 と疑って掛るのですがやはりトレンドが発生します。 
超簡単トレード法の順番が良いです。 
いつも行うルーティンにします。 

【  具体的な収益は凄すぎて信憑性が問われますので一部、割愛させ頂きました。 】 



横浜 Ｔ・Ｙさん 
いきなりモニターで、心の準備が出来ていませんでした。（笑） 

正直言って、一番欲しかったチャートです。 
私のような高齢者にとっては 「道案内 」は本当に助かります。 

沢山の専門書も読んで学習しましたがこのチャートのお陰で初めて気付きました。 
心理的にシグナルがトレーダーに与える影響の中でこれほど安心感を与えるとは 

思いもよりませんでした。 

長野 Ｓ・Ｓさん 
病院のベッドで１週間モニターをさせて頂きました。 

突然、耳が不自由になり無音の世界を体験しながらもなぜか嬉しさが込み上げて来ました。 
理由は今までの学習の成果が系統立てて構築されていくプロセスが凄いです。 

学校の教鞭を執って６年ですが希望が湧いてきました。 
勇気と未来を与えて頂いた『シグナルゾーン』に感謝いたします。 

実は不安でいっぱいでした。本当に有難うございました。 

新潟 Ｔ・Ｋさん 
プラネットの専属トレーダーの先生は 『 新潟の春は一番好きです 』 と 

お会いした時に言っておられました。 
実際に地元に住んでいると気付かないのですが、最近ようやく分かりました。 

「梅」と「桜」が同時に咲くからなんですね。 
その季節にモニターの依頼が舞い込んで来ました。 

３日間デモトレードを行い２日間で約１１万円の成果です。 
他の皆様はもっとお稼ぎだと思いますが・・・私はコンスタントに積み重ねたいので 

この成果に満足しています。 
何が凄いのかまだ分かりませんがトレードの思考が整理されてトレードできるので 

安心感と自信がついて行く気がします。 



沖縄 Ｙ・Ｓさん 
「為替は整合性が第一」と超初心者教室で教わりました。 

凄く印象に残っています。 
ドル高と円高はあり得ない・・・なぜならドル円の上昇は円を売ってドルを買うから 

ドル円が上昇したらユーロドルが下降するのが整合性がとれている。 
まるで「超高等為替教室」のような内容を超初心者教室で分かりやすく教わりました。 

今回の『シグナルゾーン』はプロの視線をシンプルにアマに教えてくれるので 
まさに「生きた教材」として稼がせて頂きました。 
一度、沖縄でもセミナーを開催して下さい。 

茨城 Ｔ・Ｙさん 
超初心者教室に連続受講させて頂いています。 

「稼ぎながら学ぶ」を体験できて本当に良かったと感じています。 
為替トレードはキャリヤが長ければ稼げるのではなく為替のロジックを知る事で 

超初心者でも稼げることを学びました。 
『シグナルゾーン』のモニターを「超簡単トレード法」だけで行うよう指示されました。 

ＭＴ４の優位性を最大限に活かしたトレード法は、目からウロコ状態です。 
危険を回避しながら収益を上げる考え方はやはり「プロ」ならではですね。 

大阪 Ｏ・Ｈさん 
先般、プラネットの専属トレーダーの皆さんに直接、ご指導を受けました。 

「超ラッキーでした」 （笑） 
稼ぐ人の思考パターンはシンプルなのに驚きました。 

「ムダ・ムリ・ムラ」の無い、コンスタントに稼ぐ方法は横浜まで行った価値がありました。 
『シグナルゾーン』のモニターに選んで頂き有難うございます。 
まさに「超簡単トレード法」はコンスタントに稼ぐＭＴ４ですね。 

超初心者教室はご年配が多いと思いましたが若い方が多いのに驚きました。 
負けておれませんね、頑張ります。 



静岡 Ｔ・Ｔさん 
『シグナルゾーン』 のモニターさせてもらい 『 楽しい 』 の一語です。 

元来、考えるのが苦手で直観だけでトレードしていましたが・・・稼げる訳有りません。 
「シグナル」の商材も沢山買いましたがインチキが多くてリペイントでシグナルが消えたり 

ダマシで点いたりして胡散臭いイメージしか有りませんでした。 
『シグナルゾーン』凄いですねシグナルが消えません。 

野球で言えばストライクゾーンが『シグナルゾーン』なので、自分の得意とする高めの直球を 
選んでエントリーすればホームランになりますね。 

つまりボール球に手を出さずに済みますので勝率がグーンと上がりました。 
この『シグナルゾーン』売れ過ぎると勝つ人が多くなって困りませんか？ 

沖縄 Ｙ・Ｓさん 
「シグナルに頼らないで頑張る」と心に誓った矢先に 

『シグナルゾーン』のモニターのご依頼、先生は人の心を見透かしておられるようです。 
モニターの条件として「シグナルに頼らず疑う事」が記載してありました。 
そこで、ハッと気付きました。 シグナルは 「検証 」を意味するのですね。 

単純にシグナルが出たらからエントリーではなくシグナルは出たからトレンドが有効か確認するのですね。 
シグナルが出たからエントリーでは自動売買と同じですね。 

最大ドローダウンの自動売買では稼げないのは身にしみました。（笑） 
裁量トレードの為の『シグナルゾーン』は安心してエントリーできるから自信が持てます。 

三重 Ｋ・Ｆさん 
時間的ゆとりは沢山あるのですが経済的なゆとりが無くて困っていたところ 

超初心者教室で為替投資を学ぶチャンスに恵まれました。 
インターネットの時代で世界の動向が家に居ながらにして情報を得られるのは凄いですね。 

為替は株式よりもこんなにシンプルだったのかと驚かされました。 
『シグナルゾーン』のモニター嬉しくて仕方ありません。 

バイナリーだけでなくＦＸで試してみましたら凄い成果です。 
これで経済的にもゆとりある為替ライフが送る事が出来れば最高です。 

有難うございました。  今後も宜しくお願い致します。 



①  シグナルが出ました。（ 一度、出現 したシグナルは消えません。 ） 

②  ブルーゾーンと共にピンクのトレンドラインが出ました。 
③  ローソク足はＢＢラインの外側に位置して下降します。 
④  ここは『ＬＯＷ』のゾーンです。 
⑤  『ＬＯＷ』 のゾーンである事を再確認します。 
⑥ あと１秒の『次』にエントリーします。 
⑦ Ｔｕｂｏスプレッド・ペイアウト２倍・５分判定の勝利です。 

超簡単 
トレード法 
ルーテーィン 
（事前のチェック） 

横浜 Ｈ・Ｔさん 
前回の超初心者教室でまさかのトップの栄誉にあずかりました。 
今回は現在５位ですが前回の２７５万円は超える自信はあります。 
そんな中、『シグナルゾーン』のモニターをさせて頂くことになりました。 

トレードに集中したい時期なのに・・・・と内心思いました。（笑） 
しかし、超初心者教室で無料で学習させて頂いている身なので何か役立つと思いながら 

恐る恐る、取り掛かりました。 
ハッキリ言わせて貰って良いですか？ 
宣伝でなく文句なく凄いチャートです。 

シグナルが消えないので絶大の信頼がおけます。 
「シグナルに頼るな！」 「シグナルを疑え」・・・・は無理です。 

シグナル通りに値動きが展開するのでトレンドの強さを意識してアングル（傾斜）の 
大きい場面をリアルトレードしました。 

難なく勝てました。 
いつも言われているルーテーィン（事前のチェック）通りで稼げるなんて・・・・ 

超初心者にとって夢のようなチャートです。 

他に３６名の皆様からモニターのレポートが届いています。 
後日、改めてホームページ等に掲載させて頂きます。 有難うございました。 



サポート★プラネットのご案内 
 

プラネットホームは２０００年の４月より皆様の為替投資のお手伝いとして 
サポート活動を行っております。 

今年で１７年目を迎えますが生き残りが厳しいと言われるこの世界で１０年以上も 
ご一緒にトレードされておられるユーザーさんは沢山おられます。 
最初は簡単なＭＴ４の設定すらお分かりにならなかった皆様も 

今では個人の為替投資家として悠々自適の生活を送っておられます。 
お稼ぎになる秘訣は日々コンスタントに『勝ちやめ』を積み重ねることです。 

危険を回避しながらチャンスを待つ姿勢が大切ですね。 
ご不明な点やお困りのことがございましたらご遠慮なくお気軽に 

サポート★プラネットにお尋ね下さい。 



特別ご提供価格のご案内 

            

   商品名 『シグナルゾーン』 アラート付  
                                                      

・・・特別提供・・・    

価格２４,８００円                     
定価３２,８００円 

 
プラネット公式ショップ ※ご購入はカード決済も可能です。 

http://planetin.sakura.ne.jp/planet_eshop/ 
 

               ※商品内容   
                    テンプレート４本       インジケーター１３本  

                (  USDJPY / EURJPY / GBPJPY / EURUSD ) 
     

               ※  商品説明書（ＰＤＦ／全26ページ）  
               ※  ＭＴ４設定説明書（ＰＤＦ／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 
                      メールにて対応させて頂きます。 
               ※  サポートは商品の設定及びセミナー研修会等の 
                  ご案内をさせて頂きます。 
               ※  当該商品は適時、無料にて更新を行います。 
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● 勝利をアラートでお知らせ 

ＺＯＮＥ 
シグナルで攻める。 

ＳＩＧＮＡＬ 

 
最後までお読み頂き有難うございました。 

プラネットホームのホームページには『為替で稼ぐつぶやき』の 
コーナーや『プラネット通信』のブログを掲載しております。 

また、『みなとみらい横浜』のセミナーや『富士河口湖』の夏季合宿や 
『超初心者教室』の開催を通じてユーザー様と親睦を深めております。 
とかく個人の投資家は孤独ですが多くのお仲間と触れ合う事で 
よりご自身の研讃と意識の向上に役立てて頂ければと存じます。 
『シグナルゾーン』のリリースに際して一人でも多くの皆様に 

為替投資の魅力を直接感じて頂ければ幸いです。 
有難うございました。 

 

プラネットホーム  
http://planetin.net/ 



プラネットホームの活動 




