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楽して稼ぐのは不真面目ですか？ 
どなたも楽に稼ぎたいのが本音です。 

easy A ngle 
アングル 

イージー 



楽して稼ぐ３つのコツ 
①人間の集中力は２０分が限度 
②取引相手も楽して稼ぎたい。 
③お金が殖える喜びに浸る。 

シグナルで準備 

レンジで平常心 

アングルで開始 
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レンジでリラックス シグナルで準備 

アングルで開始 



『楽して稼ぐ方法を教えて下さい。』  
  
『楽して稼ぎたいと始めたバイナリーですが、なかなか稼げません。』 
『どうしたら稼げるか教えて下さい。』 
初めての方から当方の『サポートプラネット』にご質問を頂きました。 
 同じような悩みをお持ちの方はおられるのではないでしょうか。 
お金を失ったダメージはダウンブローのように毎日の生活の中に影響を 
及ぼします。物を失くすよりもお金を失くした喪失感の方が大きいのです。 
最初は５万・１０万の小資金で始めた投資がジワジワと負け、気が付く 
と１００万円２００万円・・・・・ しかし、ご安心下さい。 
敗戦による喪失はお金を失くしたのではなく一時的に預けたお金ですか 
ら、リベンジマッチで取り返せる可能性は充分にあります。 
どうしたら楽して稼げるか、ここからが本題に入ります。 
これだけは覚えて欲しいのですが・・・・・。 
楽して稼ぐには３つのコツがあります。実に簡単な方法です。 
初心者教室においてわずか５日間で９８万円をお稼ぎになった方がおられます。 
フロックではありません。 
特別な事は何ひとつ行っておられません。 
相対取引の相手に対して警戒心が一般の皆様より少しだけ強かっただけです。 
いかにして９８万円稼げたのか・・・。 
どうぞご参考にされて下さい。 
 



楽して稼ぐ事は決して悪いことはではありません。 
 
人間の集中力の限界は２０分間だとしたら・・・・ 
毎日２０分で『勝ちヤメ』することでお金は殖えて行くことになります。 
 それが、本当の意味での楽して稼ぐ事になります。 
もし、稼ぎたくとも、イマイチ稼げない方がおられたら是非一度お試し下さい。 
----------------------------------------------------------------  
プラネットホームのＨＰのコラムでご紹介した楽に稼げるチャートは 
今回ご紹介の『イージアングル』です。 
まさにレンジとトレンドが簡単に見破れるように工夫したチャートです。 
『レンジ』（小幅な値動き）でゆったりリラックス、 
『シグナル』の点灯でトレードの準備を開始、 
『アングル』の開始でエントリーします。 
（レンジとシグナルの順序が逆の場合もあります。） 
つまりプレッシャーは取引開始のクリックする瞬間だけにしています。 
BOの場合は取引が開始されれば判定時間で自動的に締め切られる訳ですか 
ら、その場に身を置いても、意味がありません。 
値動きに一喜一憂して勝敗に心を躍らせても競馬のように自分が 
騎手でない限り、馬を動かせないのですから勝負から離れます。 
（パソコンから離れます。） 
ご自分が一喜一憂する姿を少し離れて見ると・・・それはゲームでの 
勝ち負けに心躍らせている姿とダブる筈ですね。 



勝てば感動しさらに勝とうとし、負ければ失望し次は絶対に勝とうとします。 
まさにゲームの世界そのものです。 
 
人間の射幸心や欲望を駆り立てるのはゲームです。 
『ギャンブル依存症』なる言葉もありますね。 
為替投資における相対取引先の業者の目的はユーザーに対してゲーム 
感覚になって貰う事です。 
 
賢明な皆様はここでお気づきになります。 
BOの場合は取引が開始されれば判定時間で締め切られる訳ですから、 
その場に身を置いても意味がありません。 
つまりゲーム感覚を離れて冷静に対処する事です。 
トレンドを今か今かと待ち構えるのではなく、 
『レンジ』（小幅な値動き）ではゆったりリラックスし、 
『シグナル』の点灯でトレードの準備を開始し、 
『アングル』の開始でエントリーするだけで良いのです。 
後はその場を静かに離れる・・・その３点のみを実行するだけで完結します。 
勝利の決定は後で知るだけです。 
当方の専属トレーダーは軽くジョッキング程度に『イージ・アングル』で 
頭と身体を慣らしてから本格的にＦＸに参戦します。 
 



失礼ですが・・・初心者の皆様の場合はのめり込まないでください。 
  
『レンジ』で、リラックス 
『シグナル』で準備 
『アングル』で取引開始 
シグナルとアングルは順不同の場合もあります。 
この３本立て充分、楽に稼ぐ可能性はあります。 
 
取引開始後は一喜一憂しない為に値動きの展開を見ない事です。 
パソコンから離れてコヒーブレイクです。 
 
『勝ちヤメ』をすることで勝利が確定します。 
結果的な稼ぐ事に繋がります。 
『負けヤメ』も同様にそれ以上に傷口を広げません。 
結果的な稼ぐ事に繋がります。 



シグナル 

ゾーン 

トレンド 

レンジ 

アングル 

ココで取引開始 

これがイージアングルです。 



楽して稼ぐには３つのコツがあります。 
１つ目のコツは・・・ 
  
『人間の集中力は２０分が限度』を前提に為替投資を構築する事です。 
長時間、稼ぎ続けることはバイナリーの場合は不可能と理解して下さい。 
睡魔に襲われ耐えに耐え、結局負けた経験はどなたにもある筈ですね。 
受験勉強もそうですが人は睡魔にはなかなか勝てないのです。 
為替投資の世界には魔物が棲んでいます。 
負けたら取り戻すまで、勝ったら更に勝ちに行く悲しい人間の性・欲望です。 
これらを克服しなければなりません。 
人間の集中力の持続が２０分程度ならば・・・２０分間の中でメリハリを 
利かせる投資を行えば稼げるのです。 
具体的には・・・・ 
『 やる 』do と 
『 待つ 』Wait を、見極める事です。 
------------------------------------------------------------- 
『今行くな！もっと良いチャンスを待ったほうが良いよ。』 
Don't go now    
You'd do better to wait for a better chance 
そんな,勝利の女神の声に耳を傾けるべきです。 
  
   
  



それには『やる』doと『待つ』Waitの区別を明確に出来る 
『チャート』を持ってそれに従うべきです。 
感覚は個人差がありますのでチャートはご自分が『やる』doと 
『待つ』Waitが明確に分かるチャートであれば、なお良いですね。 
特に待つ場面（Wait）が明確なチャートであれば、取引ナシの状態ですから、 
緊張感はゼロの状態で過ごすことが出来ます。 
もう少し踏み込んで言えば・・・トレンドはレンジから生まれますので 
レンジが明確なチャートが良いのです。 
とかく、どなたもトレンドに注目しますが、その逆のレンジにこそ注目すべき 
なのです。 
レンジではトレード（取引）を行わない訳ですから平常心で静かに観察する 
事が出来ます。 
トレンドに注目し過ぎると、取引をしなければならない意識が先に立ち冷静 
にそのトレンドが有効なのか、無効なのかの判断が出来ず、そのまま飛び 
乗ってしまいます。 
いわゆる『勝ち焦り』ですね。 
ここが一番ポイントなのです。 
待つ場面が明確に分かり平穏な時間が過ごせるなら、その中でトレンド 
の発生を静かに発見する事は可能です。 
勝負の時間はわずか５分程度・・・・（判定時間） 



ましてバイナリーの場合はスタートしたら自動的に判定時間の終了で利益 
が確定します。 
 
・・・という事は緊張感によるストレスは取引開始の決定ボタンを押す瞬間 
の数秒でしかありません。 
 
『瞬間の数秒』が緊張感に包まれるだけの人とダラダラと長い時間トレンド 
探しにストレスを感じている人との差は大変に大きなものがあります。 
『瞬間の数秒』後はパソコンから離れてマンガを読むのも良し、コヒーブレイ 
クをするのも良いでしょう。 
なぜなら、開始した勝負に「口出し」は出来ないからです。 
とかく日本人は精神論を持ち出しますがマーケットの値動きを自ら動かす事 
は不可能なのですから、値動きを見ていても、見ていなくとも同じ事なのです。 
ならば・・・・ 
眼を皿にしてＰＣを喰い入るように見ているのはナンセンスですね。 
 値動きの動向に一喜一憂しているだけでもストレスで疲れるのです。 
ＢＯは取引を開始したら何も出来ない無力状態です。 
 ＦＸで言えば・・・少しニュアンスが異なりますが『いくらになったら買い、 
いくらになったら売り』を事前に決めて設定しておくイフダンオーシーオー 
のようにです・・。 
 



後は何もせず勝利を確認するだけにしておきます。 
上記のＦＸよりも、ＢＯの方が、はるかに簡単な方法です。 
 
バイナリーの特性を１００％活かすべきです。 
実は投資で大事なのは 
『やる』doよりも『待つ』Waitの時間の過ごし方が大事なのです。 
 
緊張感はゼロの『待つ』Wait状態で『やる』Doのチャンスが 
訪れたチャンスにおいて淡々と実行すれば 
バイナリーは判定時間が勝利をもたらしてくれるのです。 
あなたの苦労は皆無と言って良いでしょう。 
『楽して稼げる』とはこのことなのです。 



シグナル 

アングル 

レンジ 

トレンド 

ゾーン 

勝  利 

イージアングルの 
チャートはメイン（上部） 
とサブ（下部）の二部構 
成になっています。 
リアルの値動きは上部 
で確認しレンジとシグナル 
及びアングルは下部で 
確認します。 
上部と下部を繋ぐのは 
背景にあるブルーのライ 
ンのトレンドです。 
レンジとシグナルと 
アングルとトレンドの 
位置関係をリアルの値動 
きでご覧下さい。 
ゾーンは値動きの大きさ 
を表示しています。 
極めて優位なチャートです。 
 



楽して稼ぐ２つ目のコツは『相手も楽して稼ぎたいのです。 
ご存知のように為替取引は相対取引と言ってプラットフォーム（口座）を 
提供してくれる業者との直接、一騎打ちの対決を行う事です。 
相手が勝てば自分が負ける、自分が勝てば相手が負ける。 
たったそれだけのシンプルな世界です。 
円高だろうが円安だろうがあなたの経済（収益）には影響しません。 
一番問題なのは相対取引の業者が作ったルールの中で勝負する事です。 
つまり、ご自分がそうであるように相手も楽して稼ぎたいのです。 
だから勝負のルールをユーザーが有利な様に見せて楽に稼ごうとするのです。 
その典型が判定時間３０秒であり６０秒のルールです。 
わずか３０秒の勝ち負けなら簡単に勝てそうと思いませんか。 
素人が素人であるゆえんはそこにあるのです。 
早い話が相手の術中にハマらない事です。業者の都合の良いルールに乗せ 
られて、多くの人が負けています。 
勝負事で勝つには相手の嫌がる事をすれば良いのですが・・・・・。 
相手（業者）が嫌がる事とは皆様が勝つこと稼ぐ事に他ありません。 
 最も皆様が稼げば稼ぐほど業者は収益が減る訳ですので、程々に稼がないと 
業者は破産してしまいます。（笑） 
業者は沢山おりますので問題はないかと思いますがそれでも、取引にフェアな 
業者は皆無と考えて下さい。 
そんな善人的な業者などいる筈がありません。 



ビジネスは相手を倒して勝ちとるのですから・・したがって業者の提供 
するサービスのその先には仕掛けがあると考えるのが正解です。 
ご存知の通りトレンドは１分足なら平均５本から７本です。 
業者の提供するティックチャート（取引が成立される度に表示される） 
そのような超短時間取引で稼ぐこと事態が超困難なのです。 
そもそもティックにトレンドはありません。・・・だから業者は勧めるのです。 
そのような事を踏まえればバイナリーの判定時間はどのくらいが最適か 
ご自分で考えて見て下さい。 それが稼ぐ為には最も必要な事です。 
 一番怖いのは超短時間に慣れてしまう事です。 
 ３０秒の取引を行っている人に５分の判定時間を進めても３０秒の１０倍は 
極端に長く感じるのです。 
値動きの変化が不安で恐怖すら感じるのです。 
ならば・・・１０分の時間判定にするのです。『逆もまた真なリ』です。 
 素人でもお稼ぎの方は沢山います。 
現実的に勝つ人は当然に勝っているのです。 
チョットした工夫や考え方を変えることで今までと異なる世界を見ることが 
出来るのです。 
ネットでは負けた事を『お金を溶かした』などと自慢している人がいるので 
目立ちますが勝った人は『お金を殖やした』等と自慢しません。 
業者の都合の良いルールに乗ることなくご自分のルールで対抗する事が 
最善の勝利の法則になるのです。 



 ３つ目のコツは『お金が増える喜びに浸る事です。』 
眉間にしわを寄せてチャートを睨んでも睨んだ分だけお金は殖える 
訳ではありません。 
お金を殖やすコツは『勝ちヤメ』を繰り返す事です。 
簡単な事のようでいながら実は大変難しい事です。 
勝ちヤメしてこそ勝利が確定するのです。 
ガンガン勝っている時に『ハイ、ここで打ち止め！』では何とも勿体ないと 
思いませんか、・・・・・しかし、敗者はここから生まれます。 
勝負のあやは継続する事で勝負運は後退する事があるのです。 
つまり、ガンガン勝っていたのがウソのように負け始めます。 
そこはすでに投資の世界で無くギャンブルの世界と化します。 
したがって楽して稼ぐ３つのコツの最後の最後のコツは『負けヤメ』です。 
つまり１日の取引で上限５万円で勝ちヤメ、下限２万円で負けヤメ 
のルールは決めることです。 
軽微な負けなのに、それを取り返そうとムキになります。 
 
人間は自ら損を決定する事が一番苦手です。 
負けを認めたくないのです。 
なんとか挽回しようと思うのです。 
最後の最後までお金がすべて無くなるまでやるのです。 
無くなって初めてその事の重大さに気付くのです。 
 



２０日間の収支がプラス５０万円ならまずは良しとすべきです。 
もっと稼ぎたかったらレートを上げれば良いだけです。 
ちなみに初心者教室のＭさんが５日間で９８万円の利益を上げたのは 
フロックではありません。 
５日間で１００万円の利益を上げる為の上限・下限のルールを作ったからです。 
わずか２万円足りませんでしたが、あえて次の課題に残しました。 
もし、仮にそこで２万円に拘っていたら・・・逆に１００万円の損失になっていた 
かも知れません。 
キャリヤ３ヶ月のＭさんは、稼いだ９８万円はまるで夢のようだと感激して 
いました。 
「お金が増える喜びに浸る」事は非常に大切な事です。 
この喜びを何度も繰り返すことで個人投資家として生きて行く勇気が湧くのです。 
「なぜ、稼げたのか」をしっかりノートに書き留めて置いて下さい。 
敗戦から学ぶことは沢山ありますが勝利から学ぶものはもっと多いのです。 
 
業者の都合の良いルールに乗せられて、多くの人が負けています。 
それでも勝つ人は勝っています。 
稼いでいる人は実は多いのです。 
 
どうぞ皆様もお金が殖える喜びに浸りながら投資を楽しんで下さい。 
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楽して稼ぐのは不真面目ですか？ 
どなたも楽に稼ぎたいのが本音です。 
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特別ご提供のご案内 

定価  ３万５千円 
↓ 
特別価格  ２万円 
↓ 
期間限定６月１３日迄 
↓ 
先着１００名様 
↓ 
お申込み方法 
 

特別価格は下記のメールでお申込下さい。 

support@tenplanet.com 
銀行振込先はご連絡差し上げます。 
 

定価でご購入頂く場合は６月１３日 
以降公式eSHOPからお申込み下さい。  

https://shop.planetin.net/ 
 

商品の発送は６月８日です。 

 

商品構成 
インジケーター８本 
テンプレート ６本 
説明書付 
サポート購入後１年間 
回数無制限メール 
------------------------------ 
対象通貨ペア 

USD/JPY 
EUR/JPY 
EUR/USD 
EUR/GBP 
GBP/USD 
------------------------------ 
 
 

mailto:support@tenplanet.com
https://shop.planetin.net/
https://shop.planetin.net/
https://shop.planetin.net/


『＋ＳＩＤＥ』の活用法 
『＋ＳＩＤＥ』は通貨ペアの強弱を図
る上で非常に役に立ちます。 
 
通貨の対比はタテに利用します。 

左側はＥＵＲとＵＳＤの強さを表示
しています。 

ＥＵＲのゼロポイントに対してＵＳＤ
は５ポイント圧倒的にＵＳＤが優位
ですので表示通りＥＵＲＵＳＤは１
００％下降します。 

同じようにＥＵＲＪＰＹも１００％下
降します。しかしＵＳＤＪＰＹは 

５対４ポイントと拮抗していますの
で値動きはありません。 

したがってこの場合はＥＵＲＵＳＤ
で勝負する事が妥当であり 

通貨の相関の整合性もとれていま
す。 
 
結果的に下記のチャートのように 
勝利しました。 

但し注意したいのは１分足の値動
きによる『＋ＳＩＤＥ』の表示ですの
で長くは続かない事を念頭に置い
て下さい。 

注）通貨ぺアはタテ表示に 
   なっております。 





シグナル 

ゾーン 

トレンド 

レンジ 

アングル 

Ｓｉｇｎaｌ 

Range ＋Ｓｉｄｅ Angle 

ココで取引開始 

Trend Zone 



イージアングル・勝利の方程式（１） 



イージアングル・勝利の方程式（２） 

「レンジ」 
「シグナル」 
「アングル」 
「トレンド」 
「ゾーン」による 
勝ちパターンを 
しっかり確認 
して下さい。 
アングルとは 
角度を意味します。 
 



楽して稼ぐのは不真面目ですか？ 
どなたも楽に稼ぎたいのが本音です。 
「楽して稼ぐ３つのコツ」再度ご確認下さい。 
    

最後までお読み頂き有難うございました。 
どうぞお稼ぎ下さい。 
 
①人間の集中力は２０分が限度 
②取引相手も楽して稼ぎたい。 
③お金が殖える喜びに浸る。 
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