
プラネット通信 

ワンコインから成功へのストーリー 
 

   バイナリー６０秒オプション  

「ワンコインクラブ」へのご招待 

『 稼げるチャート・無料サービス 』 開始しました。 

 

トレードラッシュ社 

バイナリー６０秒オプション 

お勧めします。 

 

ワンコイン５００円  

『１枚の５００円のコインからスタート』 

２０代から８０代の男女の方が 

多く参加されておられます。 

初心者の方でも安心です。 

『ワンコインクラブ』がサポートします。 

 

１回５００円の投資で勝てば８５０円負けても５００円です。 

勝てるからと言ってハマらないで下さい。 



勝つ方法はプラネットホームの『ワンコインクラブ』でお教えします。 

『ワンコインクラブ』では市販で１万６千円相当の「ツール」を無料で 

ご提供いたします。  

もちろんサポートも無料です。 

 

ツールをご利用になれば勝てる確率はグーンと上がります。 

たくさんお稼ぎになってもご安心下さい。 

私共はお稼ぎになった見返りは１円も求めません。 

本当に無料なのです。 

なぜ無料なのかの理由はこの後にご説明致します。 

当方の商材ツールの価格は１万６千円でヤフオクで発売しております。 

タイトルは怖そうですが、怪物的に稼ぐ『ＭＯＮスター６０』です。 

一度ご覧になって下さい。 

 

※ご覧頂けると詳細が分かります。 

http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u55276781 

 

『ワンコインクラブ』用のツールは初心者用に工夫されております。 

 

バイナリー６０秒オプションを始めて頂くには・・・ 

ご自分のトレード資金を貯めておく口座を開設しなければなりません。 

それには最低１万６千円が一時的に必要です。 

口座に入れておくご自分の資金ですので失くしたお金ではありません。 

 

なぜ無償なのかの理由です。 

 

商材ツールの購入代金の１万６千円を当方にお支払いになるなら 

ご自分の口座資金に回しトレードにて資金を倍増させて下さい。 

その方が初心者の方には大変有利で有効だと考えました。 

 

商材ツールの費用の負担はユーザーさんにお願いするのではなく業者に 

紹介料すなわち広告費として負担して頂ければユーザーさんの負担は 

「ゼロ」になります。 

したがって商材ツールを無償化する事が可能になりました。 

なおかつ、稼ぐ為のサポートはもちろん無料です。 

 

http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u55276781


バイナリーを始める初心者の方には最適なプログラムかと思います。 

バイナリーに再挑戦の方もご負担が無いので最適ではないでしょうか。 

 

 

 

『ワンコインクラブ』の目的は投資と言う少し高そうなハードルを 

下げて「以外と簡単」を実感して頂く事です。 

ですからご無理なくゆっくりとお始めて下さい。 

 

 

私共は『ワンコインクラブ』を開設するに業者選択が一番重要でした。 

フレンドリーなプラットフォームはトレードラッシュ社の考えであり 

そのシステム内容も良心的です。 

なによりの魅力は稼げるプラットフォームである事でした。 

プラネットホームの『ワンコインクラブ』の理想でもあります。 

 

※バイナリー６０秒オプションは次のような方に最適です。 

２０代後半から８０代の方でも出来ます。 

女性の方、特に育児中心で時間が少ししか無い主婦の方 

サラリーマンの方でも仕事の合間に短時間でやれる方 

大学生でもＯＬでも帰宅して 20分位ネットゲームの時間を割ける方 

会社をリタイヤしてもご自分のお小遣いを稼ぎたい６０代の方 

２０代から３０代のゲーミング世代の男性の方 

女性も含めてパソコンに詳しい世代の方 等々です。 

ご自分のスタイルでご自分の時間に行えば良いかと思います。 

 



バイナリー６０秒オプション 

トレード方法は超簡単です。 

 

 

 

 

① ６０秒後のドル円（例）の価格が高いか安いか予想するだけのこと。 

② 小資金（１回５００円）から投資購入が出来ること。 

③ 払戻し率は平均７０％でローリスクでややハイリターンであること。 

④ 欲張らずに丁寧に行えば連勝も可能であること。 

⑤ 仕事や遊びや休暇の合間に出来て時間的に拘束されないこと。 

⑥ 勝てる可能性の高い時間帯があらかじめ分かっていること。 

⑦ わずか６０秒で少額の投資なのでストレスが無いこと。 

⑧ ＦＸのように長時間掛けて大損する損切りの必要がないこと。 

⑨ ご自分でしっかり資金管理が出来ること。 

⑩ 勝ったらやめる・ご自分の意志を優先的にできること。 

他に数え上げたらきりがありません。 

 

 

もう一度だけ申し上げます。 

 

初心者の方・もう一度再挑戦したい方はどうぞご利用下さい。 

 

 



 

『ワンコインクラブ』はプラネットホームが管理運営しています。 

 

『ワンコインクラブ』ご参加資格 

※年齢２０歳から８５歳迄の男女 

※口座資金１万６千円を入金可能な方 

※商材ツール（無料）をご利用できる方 

※少額の取引で資金を増やしたい方 

※初心者でコツコツ慎重に稼ぎたい方 

※再度「０」から挑戦したい方 

 

 

 

「トレードラッシュ」とはこのような会社です。 

初心者にバイナリー取引が簡単にできるプラットフォームを提供する会社です。 

小資金（１回５００円）から投資購入が出来るようにあるいはユーザが思い通

りのタイミングで投資できるようにシステムを組んでいます。 

 

 

 

トレードラッシュのホームページに入場する際に 

ゲートがあります。 

少し手間ですが２つの単語を大文字小文字に 

気をつけて記載して下さい。 

見づらければ、３個のブルーのボタンの一番上をクリックすると 

別の単語に切り替わります。 



入力完了と同時にＨＰに入れます。・・・。 

日本語のホームページに変わっています。 

 

下記のＵＲＬから口座を開設して下さい。 

http://binary.traderush.com/aff_c?offer_id=6&aff_id=49766 

記入方法は最後の「今後の手順」を参考にされて下さい。 

 

口座開設は国内の業者よりもはるかに簡単です。 

 

●海外業者には言語や出金などで少しハードルが高いとを感じていませんか。 

トレードラッシュはとてもアットホームな会社です。 

口座開設には日本語入力で午後の２時以降は電話で日本人スタッフが対応して 

貰えます。もちろんＨＰは日本語です。お手続きはその場で完了します。 

簡単に口座を開設して即日トレードが可能です。 

 

 

●海外の業者は怖いと言うイメージはありませんか。 

実は取引の方法も国内の業者よりも良心的で親切です。 

企業の倒産は国内外問わずありますが、万が一の場合でも被害は口座の 

入金額のみです。 

ちなみにトレードラッシュ社は口座開設入金額は１万６千円です。 

当該商材ツールの１万６千円と同額です。 

当該ツールは無料ですので万が一の場合でも他のバイナリーでご利用可能です。 

 

 

http://binary.traderush.com/aff_c?offer_id=6&aff_id=49766


投資は増やす事が目的です。 

資金を増やす為に行うトレードの方法を「ワンコインクラブ」が応援します。 

 

最後に国内のバイナリー業者はもうすぐ撤退を余儀なくされる予定です。 

 

理由の一つはユーザーに対する不公平です。 

投資の相対取引は常に公平でなければなりません。 

分かり易く例えて言えば、子供同士のジャンケンは公平です。 

同じグーを出して「おあいこ」の場合やり直しですが国内の業者は 

「おあいこ」を業者の「勝ち」としました。 

また、都合が悪くなれば「完売」にしました。 

取引の開始時間のスタートを制限しました。 

５分毎ながら１０分の判定にしました。 

１０分は相場が逆転する確率が高いのです。 

冷静に考えて頂けると分かりますが２時間後の価格の予想よりも１時間後 

１時間後よりも１０分後、１０分後よりも５分後５分後よりも１分の方が 

予想の確率性は高くなります。 

理由は急に相場は反転しないからです。 

反転しない相場を選んで安定したトレードを行えば良いのです。 

為替相場が刻一刻と動いている中でスタート時間とエンド時間を決められ 

ては、容易に稼ぐ事は困難であるのは自明の理です。 

これがギャンブル性に繋がりました。 

結果、「自主規制」による撤退です。実際は自主規制ではありません。 

 

 

 

 



今回ご紹介のバイナリー６０秒オプションには公平性があります。 

自由にスタートが出来て６０秒後のエンドです。 

ジャンケンの「おあいこ」ならば引き分けのご返金です。 

 

だからコツコツ行えば資金を増やすことは可能です。 

バイナリー６０秒オプションに大きな稼ぎを求めないで下さい。 

少額投資は確実に少額を稼ぐのが目的です。 

高額を求めるならまず少額トレードで成果を出して下さい。 

次のステップとして下記の「バイナリスト２４」をご紹介します。 

 

『 バイナリスト２４ 』 のご案内 

 

 
プラネットホームではバイナリーで本格的な投資を 

ご希望の方には『バイナリスト２４』を設けております。 

24option専用のクラブとして活動しています。 

バイナリー６０秒オプションのトレードラッシュ社よりも 

少しハードルが高いですが稼ぐ目的には一番です。 

将来、本格的にお稼ぎになるには最適です。 

 

※ 比 較              24optin            トレードラッシュ 

口座開設最低資金   ￥２４,０００－       ¥１６,０００－ 

１回の最低取引金額   ￥２,４,００－       ￥５００－ 

 

大きな特徴としては本格的であることです。 

世界最大バイナリーオプション 

短期取引：60秒、2分、5分 サーバーが安定している。 

チャートを見ながら 60 秒、2 分、5 分と取引時間を選べるので勝率が上がる。 

iPhoneアプリ、アンドロイドアプリ、モバイル取引でいつでも取引可能。 

最大投資金額 500万円 ウェブセミナーなど取引を学ぶツールが提供される。 

さすがに世界最大だけあって安定したトレードが可能です。 

 



内容はトレードラッシュ社、専門の『ワンコインクラブ』と同様に 

無料でチャートツールのご提供とサポートを行っております。 

両方の口座を開設して『ワンコインクラブ』『バイナリスト２４』に 

ご入会も可能です。 （無料） 

24option口座開設 及び「バイナリスト２４」入会ご希望の方は 

下記のサイトから口座を開設・ご入金して頂き『バイナリスト２４』 

にお申込み下さい。 

 

http://tenplanet.com/img/24option_open.pdf 

 

 

最後までお読み頂き有難うございました。 

 

この商材無料ツールのプログラム『ワンコインクラブ』はプラネット 

ホームで開発したシステムです。 

ユーザーがいかに有利にトレードを開始して頂くかを考えたシステムです。 

当方のスタンスはユーザーサイドに位置します。 

当方もトレーダーの一人です。 

単なる商材の販売が目的ではなく同じトレーダーとして 

ユーザーの皆様にお稼ぎ頂く事が本来の目的です。 

したがって１２年もの間、無料のサポート活動を行っております。 

目指すのはパーソナルチャート（個人専用チャート）のご提案です。 

幾種類かのチャートの中からご自分の生活スタイルに合ったものを 

無料でお選び頂き快適な為替投資生活を楽しんで頂きたいのです。 

ビジネスのひとつとして稼ぐ事は多少の苦しみは伴いますが 

いかに成果を上げて頂くか、その為に商材ツールを開発しています。 

ツールもサポートも無償です。 

ご遠慮なく大いにご利用下さい。 

 

 

ちなみに１万６千円で何回トレード出来ますか。答えは３２回です。 

１万６千円を銀行に預けて年利２％で２倍の３万２千円にするには何年 

掛かるかご存知ですか。答えは８年です。 

 

 

http://tenplanet.com/img/24option_open.pdf


 

８年間ジ―ト待ちますか、それとも６０秒でコツコツ増やしますか 

選択のご判断はご自身です。 

少額であろうとも資産形成で大切なのはコツコツ増やすことです。 

必要なのは時間や年月では無いと思います。 

必要なのは「知恵」とわずかな「勇気」です。 

一歩踏み込んで、小さな利益でも手にして下さい。 

ささやかながら必ず喜びがあります。 

それが本来の投資のスタートのあるべき姿なのです。 

 

 

 

 

 

上の画像はトレードフォームです。 

 

 

左の上にユーロドルの表示があります。 

右の上６０秒を確認してください。 

その下の投資額を決めます。（ワンコイン５００円） 

真ん中のＣＡＬＬ（ＨＩＧＨ）上とＰＵＴ（ＬＯＷ）下を選択して 

スタートボタンを押すだけ。後は１分待つだけです。 

１分後にペイアウト率７０％を加えた資金が口座に加算されます。 

負けた場合は投資金額（５００円）のみ口座から減額されます。 

 

 



 

● 勝ち方お教えします。（サポート★プラネット） 

   

バイナリー６０秒オプションは追い掛けるのではなく待ち伏せするのです。 

 

真ん中のパターン、赤のドット●●●●が雲と青のラインに挟まれています。 

このパターンになるまでしばし「待ち伏せ」します。６０秒の連続だから 

待てるのですね。 

 

最後の最後です。 

伝説的な相場師の言葉をご紹介して終わりにします。 

 

「投資とは博打のようなもの」勝つ方法はたったひとつ 
「勝てるところまで待って」「勝てるところで勝負」「勝ったらやめる」 

『勝ちやめ』こそが、投資の世界で勝つ唯一の方法だ。 

 

けだし名言です。 



 

「ワンコインクラブ」の商材ツールは「勝てる所」をコンセプトに 

開発しています。 

「勝てるところはお教えします。」ので「勝ったらやめる判断をして下さい。」 

資金管理こそが投資金を倍増させる唯一の方法です。 

 

どうぞストレスなく笑顔でトレードされて下さい。 

購入されたら１分間、目をつぶるのも良い方法ですね。 

 

今後の手順です。 

下記のＵＲＬから口座を開設して下さい。 

 

http://binary.traderush.com/aff_c?offer_id=6&aff_id=49766 

 

※ご注意下さい。 

上記のＵＲＬ以外からの口座開設はプラネットホームの 

『ワンコインクラブ』の対象にはなりませんのでご注意下さい。 

 

先ほどもご説明致しましたが、 

トレードラッシュのホームページに入場する際に 

ゲートがあります。 

少し手間ですが２つの単語を大文字小文字に 

気をつけて打ち込んで下さい。 

見づらければ、３個のブルーのボタンの一番上をクリックすると 

別の単語に切り替わります。 

入力完了と同時にＨＰに入れます。・・・。 

右上のコーナーに口座開設＋お得なメルマガ登録があります。 

そこにご記入の上その下の口座開設ボタンを押して下さい。 

口座の開設は日本語でも可能です。 

ご不明な点はトレードラッシュ社で日本の 

スタッフがサポートしています。 

03-4579-0341 

簡単に開設が出来ます。 

開設したらカードで口座に 

１万６千円以上をご入金して下さい。 

http://binary.traderush.com/aff_c?offer_id=6&aff_id=49766


 

   

     

   

マスターデビッド JCBデビッド VISAデビッドもご利用可能です。 

 

最後に「ワンコインクラブ」に口座開設完了をメールでお知らせ下さい。 

『ワンコインクラブ』 お申込み 

support@tenplanet.com 

 

■お申し込みに際しサポートなどの都合上お手数ですが 

 下記の内容を必ずご記入下さいますようお願い致します。 

① 住所 

② お名前 

③ 電話 

④ メールアドレス をご記入下さい。 

 

『稼げるチャート』はエルネット「宅ふぁいる便」（メール） 

でご送付いたします。 

ダウンロードしてご利用下さい。 

 

デモトレードを何度も行ってから 

コツコツ開始して下さい。 

ご健闘を祈念致します。 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 

有難うございました。 

 

mailto:support@tenplanet.com


 

 

「ワンコインクラブ」 

お問い合わせ・お申込み先 

 

PLANET HOME 

プラネットホーム 

「ワンコインクラブ」サポート係 

担当 杉田 

TEL 045-532-8978（通常はメールでお願いします。） 

サポート★プラネット 

support@tenplanet.com 

 

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１５４－２ 

 

  

mailto:support@tenplanet.com

