
  ご一緒に稼ぎませんか。 

 

 With 
お客様のリクエストにお応えして開発した商品です。 

            
人はどなたも健康や年齢・仕事・収入・・等においてハンデが有ります。 

その内、少なくとも経済的なハンデを取り除くことが出来たら精神的に 

どれほど余裕ができポジティブに生きられる事でしょうか。 

        「Ｗｉｔｈ」は車椅子での生活の方からご相談頂いた開発商品です。 

 



 With は１通のメールからスタートしました。 

FXを始めて 10年になります。 

一度も勝利の美酒に有りつけません。 

すぐにわずかな利益が大きな損失に転じます。 

やる気は充分あるのですが学習が苦手です。 

2年前からバイナリーオプションに転向しました。 

しかし結果は同じでした。 

将来は南国の島で為替をやりノンビリしたいのですが。 

今回、眼病で 2 ヶ月位入院をする事になりました。 

そこでお願いが有ります。 

A4のノートパソコン 1台で稼ぐ方法を教えて下さい。 

目が不自由でもノートパソコン 1台で 

勝てる専用のチャートが欲しいのです。 

単純明快にエントリーポイントが分かれば 

バイナリーは勝てると思うのですが・・・。 

確率の高いエントリーポイントが分かるチャートを希望します。 

まともに働けとお叱りを受けそうですが 

実は足も不自由なのです。 

車椅子は為替と同じで自分の気持ち通りに動いてくれません。 

どうぞ助けて下さい。 

宜しくお願いします。 

 

            

 



 With はこのような経緯で完成しました。 

ご返事 

退院されたら２ヶ月間、当方でトレードしてみてはいかがですか。 

缶詰状態でトレードルームにいれば、南の島が見えてくる筈です。 

為替トレードの主役は貴兄であり脇役はチャートです。 

一生の宝物はご自分で有る事にお気付き下さい。 

             どんなに優れたチャートでも主役のご本人次第なのです。 

チャートの制作ご協力は致します。 

私も眼病で 1 ヶ月間 A４サイズのパソコン 1台を抱えて 

入院した経験があります。 

両目手術は同時に出来ませんので片目づつ行いました。 

『片目トレーダ―』にとって A４サイズのパソコン 1台は 

チャートを認識するのも困難でした。   

そこで考えついたチャートが実は有ります。 

瞬間的に見てトレンドを判別するチャートです。 

目をかばう為に凝視せずパッと見て考えパッと見て確認し 

パッと見てトレードを行いました。 

まるで写真のフラッシュのような手法です。 

改良を加えてよリパワーアップしたチャートをお分けします。  

価格は貴兄の予算２０万円の 10分の一の 2万円＋消費税です。 

似たような境遇でお困りの方がおられましたらお分けします。 

FXやバイナリーは身体の不自由な方、障害を持たれる方にこそ 

『働くスキル』の選択のひとつではないかと考えております。 

入院される前に一度お会いしましょう。 

この度はメールを頂き有難うございました。 

  

そしてお会いさせて頂きました。  

     奥さまとご一緒にお越しになりました。 

ロケーションの良い郊外の総合病院の最上階のレストランで話が弾みました。 

ご夫婦揃って気さくで明るく自然と朗らかな人間味が伝わってくるようでした。 

     時の経つのを忘れて三時間も心情を伺いながら打ち合わせをしました。 

同席した当方のトレードリーダーと退院後は当方の トレード―ル―ムで 

２ヶ月間のトレーニングを約束してお別れしました。 



Ｗｉｔｈ・第一章 

完成した With のスタート画面です。 

 

 

最初にパッと見るのは画面上の３本からなるイエローラインのバンドです。 

コカコーラ―の瓶のデザインのような 「クビレ」 を探して下さい。 

 

 

 

緑色の矢印が 「クビレ」 です。ここが見つかれば８０％勝てます。 

「クビレ」 を認識する為に３本のイエローラインのバンドを調整する事も可能です。 

 

 



パッと見た瞬間にエントリーゾーンが分かれば 

後は冷静にポイントを確認するだけです。 
その前に再度パッと赤のライン見て下さい。 

単独の円の動きですクロス円（ユーロ円ポンド円＋ドル円）はこの円の動きで 

現状のチャートがイメージ出来ます円高は３通貨ぺアとも下降、円安は上昇です。 

更にもう一度パッと下段の３本のバーを見て下さい。３通貨ぺアの平均足です。 

矢印の下は赤のゾーンになっています。つまり赤いラインが円高になっており 

結果３通貨ぺアは下降を知らせています。 整合性がキチンととれています。 

 

しかし心配だからローソク足も観たくありませんかワンクリックで可能です。 

 

 

この通りですご安心下さい。  下記で他の実例もご覧下さい。 



 クビレ見えますか。 

 ３通貨とも下降バー 

 赤のラインが上昇 

 ゆるやかに下降バー 



パッと見て「クビレ」を確認。 

パッと見て赤のラインを確認。 

パッと見て３通貨の動きを確認。 

 

おまけにスピード確認のメーターが付いています。 

 

トレードメーター 

 

左から動き２本とも同じ赤（下降） 

緑（上昇）の時がチャンスです。 

 

下の数字はレート（価格）です。 

現状は下降トレードにチャンスです。 

 

 

With ここまでが第１章です。 

どなたから苦情を頂きました。 

いつも説明が長い・・・と （笑）  

 

しかし、命の次に大切なお金を投資するのです。 

更にその金で稼いで命を守るのがお金です。 

 

いかにお金が大切か、いかにお金を稼ぐのは大変か理解して頂きたいのです。 

お金を稼ぐツールであるチャートをしっかりご説明させて頂きたいのです。 

本来はお会いして時間をかけてご説明したい位ですね。 



Ｗｉｔｈ・第２章 

With はＡ４のノートパソコンを想定しています。 

Ａ４のノートパソコン１台でトレンドを発見してタイミングを図りエントリーを行う。 

その為にチャートは一画面制にしています。 

チャートで重要なのはご存知の通り上昇下降の強さを見極めるラインの角度です。 

シンプルな一画面でトレンドを発見し二画面目に切り替えます。 

簡単にワンタッチで出来ます。 

 

●スタート画面はワンタッチの二段階切り替え  

●スタート画面                      

 

●利用する事は有りませんが心配性の方の為にローソク足                              

 



 

上記の画面で充分勝てると思いませんか。 

しかしエントリーのタイミングは、精度をよりストィックに高めなければなりません。 

 

考 察 

 

エントリーゾーンを見極めるには 

① バンドの収束 

② 平均足のバー 

③ 赤いライン（単独の円） 

エントリーポイントを見抜くには 

① リアルタイムの通常の足が直接 HIGH/LOWに繋がるので無視は出来ない。 

② しかし通常の足は煩雑に上昇下降を繰り返すのでタイミングが取りづらい。 

③ かと言って平均足ではトレンドの方向性は分かるがポイントを断定できない。 

 

 

 

④ ならばトレンドの中でエントリーポイントを見つけるのが最善になる。 

⑤ 基本的にエントリーポイントの定義はトレンドの中の反転の次か次にする。 

⑥ 例外として勢いのある時は反転（押し目戻し）無しのエントリポイントもあり得る。 

⑦ 一番高い位置から下降一番低い位置から上昇が一番強いトレンドの形成が大 

⑧ ＭＴ４のチャートウインドウの高低を自動で調整する機能を充分に活かす。 

 

そして遂に完成しました。 



 

完成した With のエントリー画面です。 

 

 

※イエローの矢印はイメージです。 

 

すべてのトレンドは三本のバンドの 

外側です。 

乖離したローソクが並行に戻って 

来た場合はバンドにぶつかり更に 

同じ方向に向かいます。 

ここにも大きなエントリーポイントが 

生じます。 

 

 
 



怖がっていては勝てない、だからＷｉｔｈ。 
 

                                                                   

●リアルタイムのローソク足は        ●平均足はリアルの状態がが分からないい

いつ反転するかいつも怖い。         いので大変に危険、トレンドの確認用 

 

しかしＷithなら・・・・ 

反転の大きさを知らせ勇気も与えてくれます。 

怖い部分を拡大せず全体の流れが掴めます。 

ＦＸにも応用可能でバイナリーでは最適です。 

判定時間は短くて３分、通常は５分が良いです。 

間違っても３０秒や１分判定はあり得ません。 

同じゾーンで２連勝も可能なパターンです。 

トレードの敵は,焦りと、ストレスと、失望です。 

理性を失くして感情が先行した時点で負け 

が決定します。 

数多く取引をして負けるのが目的ではなく 

確実に３連勝して止める勇気が必要です。 

お金を稼ぐとは自己の感情を抑制することです 



 

 

※エントリー手順 

   ① スタート画面 

バンドの「クビレ」を探します。 

 無ければ無理して探しません。 

 

  

 

 

 

 

  ② 

最上部からバンド（価格）が下降して来ます。 

最下部から赤の単独の円が上昇します。 

最も勢いのある理想的なパターンです。 

下のバーでは３通貨のぺアがキッチリと 

下降を表示しています。 

 

 

 

 

③   

自信が無ければローソクを見るのも可です。 

最下部から赤の単独の円が上昇します。 

最も勢いのある理想的なパターンです。 

下のバーでは三通貨のぺアがキッチリと 

下降を表示しています。 

 



 

 

  

 

④ エントリー画面 

平均足でトレンドの確認をしても良いです。 

慣れてくるとその必要は全く有りません。 

 

 

⑤  

エントリー画面最終 

最初と最終の画面を 

ワンタッチで切り替えることで簡

単にトレンドを見つけてエントリ

ーが可能です。 

面倒な作業は一切不要です。 

ストレスなく勝つ事が出来ます。 

 

 

 

 



※『With』 の販売に関して  

 

【ご購入方法とご利用方法】  

販売価格 ２０,０００円 （消費税１,６００円）   

合計２１,６００円 

申し込み期日 １０月２４日 （第一回目） 

商品発送    １０月 ２９日 （２７日迄入金確認次第） 

●送料不要 （ＮＥＴダウンロード販売） 

 

商品内容 

※ インジケーター ５ 種類  

※ テンプレート   ４ 本 （取扱説明書付）  

※対象通貨ペア【 USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY 】  

※お申し込み先 support@tenplanet.com 

※発売元 Planet Home プラネットホーム  

※ホームページ http://planetin.net/ 

※お問い合わせ先 support@tenplanet.com 

 

 

 

 

 

                                
PLANET HOME      
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 With 最後までお付き合い有難うございました。 

 

 

 

Ａさんからのメールには、それは壮絶な人生が綴られていました。 

公表の快諾を頂いておりましたが、かなりの部分を割愛させて 

頂きました。 

全盲になるかもしれない不安や焦りは健常な私どもでは想像を 

はるかに超えている事でお会いして言葉を失いました。 

逆に励まされ気遣かわれ「人間、気力が有れば何でもできる」 

人生にお悩みの方は沢山おられる筈ですが、そのほとんどは 

経済的に解決できる。 

Ａさんの言葉の意味するものはとても重みが有り印象的でした。 

           何としてでもお役に立とうと制作しました。 

           Ａさんだけでなくプラネットを支持して頂ける方全員と「ご一緒に 

           稼ごうと」と考えタイトルを 『 Ｗｉｔh 』 ウィズにしました。 

              是非ご活用下さい。 

        

 

今後とも宜しくお願い致します。          

 

     総括責任者 杉田 

           

  

 

 

 

 

 

 



 

附則 

【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★プラネットで設定までサポートをさせて頂きます。  

推奨業者・ＭＴ４（ＦＸＤＤ社） http://www.fxddjpblog.com/download/ 

 

OS： Windows7、Vista  

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）  

 

【預かり金の禁止】 当方は投資顧問業ではございません  

一切、資金はお預かりできません。  

シグナル配信など不法行為等も一切行いません。  

従いまして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のでご了承下さい。  

 

【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ので、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は取引業者の売買手数料がかかります。 

  

【サポートに関して】  

ご購入日より１年間 回数制限なしにて無料でメールサポートさせて頂きます。  

サポート時間（平日１１時～１６時） 土日祝祭日は定休日につき翌・平日のご回答になりま

す。  

※ご注意下さい。  

『With』は開発商品であり著作権当方に有ります。  

商用及び無断転用は一切お断りしております。 

尚、ご購入後のカスタマイズで故障の場合はご対応出来ません。 

通常での使用で不具合がございましたら保障の対象とさせて頂きます。 

http://www.fxddjpblog.com/download/

