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以下は研修会の
実践と経緯を新着順に
ご紹介しています。

本来は逆から順番に読んで頂くのが正解
ですが、研修会のプロセス通りに最新を
上位にしてあります。

個人情報等は一切開示しておりません。

研修会にご参加の皆様は多いにお稼ぎ下
さい。



ご参加の皆様は下記のご準備と併せてご回答をお寄せ下さい。

①MT4のマトリックスと
ダブルエグジットの画像。

（matrix_wexit_data）

②デモ口座：ネクストデモの画像
（NextneoDemo）

③マトリックスアプリの画像
（MatrixAPP）

デモ口座の上の部分は不要です。
下記のようにレイアウトして
ご返信して下さい。



デモ口座は事前に練習して下さい。

このデモ口座はＦＸの練習を兼ねておりますがバイナリーの方も同様に
行って頂きます。

ＦＸもＢＯも同じ為替相場の中で行いますので、ＦＸ，ＢＯのジャンルを超え
て為替相場のトレンドの中で、それぞれがトレードを行うのが研修会の主旨で
す。

したがいまして、為替通貨の値動きによるところの・・・・・

①時間
②方向
③相関
④開始
⑤トレンド
⑥終息

・・・等を研修します。



※デモトレードの順序

①売買通貨をご自分の意志で決定する。
（例）ドル円を売ってユーロドルを買う場合

②ドル円の売りは、下降

③ユーロドルの買いは上昇

④売りと買いを決めたなら。

⑤まず売りの注文から行う。

⑥ネクストネオ（デモ口座）の

⑦「売り注文」をクリックする。

⑧右記の画像が表示される。



⑨表示された内容の中からUSD/JPYを選択する。
⑩「確認画面へ」をクリックして開始
⑪「注文」ボタンをクリックして開始
⑫次に「買い注文」をクリックする。



⑬表示された内容の中からEUR/USDを選択する。
⑭「確認画面へ」をクリックして開始

これで注文は発注されました。

次は売買を終了するエグジットの方法です。

主に取引は一括して終了する場合と個別に行う場合がありますが。
ここでは、一括で行う方法です。

発注と同時に「決済注文」ボタンをクリックして設定しておきます。

この状態でいつでも決済を可能にしておきます。

リアルトレードにおいては事前に損切りを入れますが今回は不要です。



決済をする場合、決済注文のボタンの文字の上をクリックすると下記の
画面になります。

▼を押すと「決済方法」（成行等の決済方法が出ます。その場合は「成行」
しか利用出来ませんが、このボタンをクリックする必要は有りません。

決済注文のボタンの文字の上をクリックして「確認画面」をクリックすると
「注文内容確認」になります。



そこで注文をクリックすれば、対象の通貨ペアの全てが一括して決済が
行われます。

ＯＫボタンをクリックして終了です。

以上、ご説明が長く感じられますが実際のトレードでは、急ぐ時で有れ
ば注文も決済もそれぞれ５秒もあれば可能です。

取引における決済のタイミングはローソク足の終値と次のローソク足の
始値の切り替わるタイミングですので

慌てないで、しっかり値動きを確認してエグジットする習慣を付けて下
さい。

エグジットの習慣化ここがトレードのポイントになります。



尚、通貨の相関及び取引における最適通貨ペアを選択する為に、チェック
シートを設けております。

為替トレードにおいて一番大切なのは値動きの方向と時間と通貨の相関です。
この３点を同時に把握するには決められたルーティンワーク、手順に沿って
行う事です。

取引するには根拠が絶対に必要です。
勘や予想で行うのでは無くリアルに動いている為替相場を客観的に監視して
判断するのです。



※パーソナルアドバイス

※ご氏名
※ご年齢 □ 代
※性 別 □
※メールアドレス
※携帯電話番号
※ご住所
※現在の仕事 □仕事 □自営

□専業トレーダー
□主婦 □その他

※ＦＸ歴 年
※バイナリー歴 年
※現在のトレード □バイナリー

□ＦＸ
□両方

※トレード可能な時間
一日 ～ 時間

※トレード可能な時間帯
：～：

※将来の希望月間収益 万円
※現在の為替月間収益 万円
※BO口座名 □
※FX口座名 □
※主な取引通貨ペア

□
□

※為替の学習歴（ 年 ）
※お好きなインジケーター
※他の金融商品の投資ご経歴

□株式
□商品相場
□オプション
□投資信託
□リート

※パーソナル(個人)で評価
□初級□中級□上級□プロ級

※今後どのような投資家を目指すか
目指したいか、記載して下さい。
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※下記の中からタイトルにご興味があるもの５点選択して下さい。
カリキュラムを組みますのでご協力下さい。

①トレード６点設定準備３０秒。 ⑪経済指標の確認。
②為替相場時間表の作り方。 ⑫マトリックスの有効活用。
③画像認識をより鮮明にする。 ⑬本日の値動きの確認。
④トレード対象通貨の方向の確認。 ⑭トレード対象通貨ペアの決定。
⑤トリプルエグジットの方法。 ⑯ワンパターントレード法。
⑥誰もが知りたいエントリーポイント。 ⑰値動きの根拠。
⑦相場の時間割。 ⑱時間の上を価格が歩く。
⑧値動きの転換点。 ⑲値動きの継続と方向と角度。
⑨デモトレをリアルに繋げる。 ⑳取引最適時間
⑩取引最適通貨の出し方。

研修会にご参加の皆様はそれぞれキャリヤやレベルが異なります。
限られた5日間の研修期間に出来るだけご参加の皆様にとって意義
のある研修を行いたいと考えております。



つづく



チャートを見るコツは、まず一歩下がって全体の値動きの角度を見ます。
さらに近くに寄って細かい部分をしっかり５項目見ます。

熟練のトレーダーの思考回路は実にシンプルです。
整合性のある値動きはトレンドが続くと考えます。

今回の研修会は値動きの根拠と整合性がテーマです。
その前に、トレード環境をシンプルにしておく必要があります。
ポンドルとユーロポンをセットし反対売買したのに、なぜか利益が
のらない、よーく見たら、逆にエントリーしていた。（笑）

こんな、笑えないケースはどなたも経験します。
だから、トレード環境を整えて必要があるのです。
為替トレード特有のチカチカやズラズラの価格のレートサイン
は全く必要ないですね。
あれは心理的にユーザ心理を煽っています。

P-01



チカチカやズラズラの価格のレートサインは売買の成立時の価格を表示
する、ティックですが、あのスピードで値動きするなら、とても３０秒
や１分などのＢＯやスキャルピングのＦＸなどで稼げる訳有りませんね。

トレーディングの世界は唯一、絶対の方法は存在しないのですが・・
私達は素人でも利口になれば負けない方法を回避する事は可能です。

目的は稼ぐ事ですから、まずは負ける方法を回避しながら稼がなけ
ればなりません。

したがって、副業だからとか小遣い稼ぎだとか、安易な気持ちで為替
に向かうのではなく、本気モードで学習とトレーニングが必要です。

しかし、トレーニングは苦しいばかりでは続きません。
だから、実践でリアルトレードを行い１日３万円位稼ぐのです。

楽しくなれば、問題を見つけて更に学習に励めます。

何を学習すれば良いか・・・ひと言で言えばプランです。
空想のプランではなく、世の中の現実の動きの中でのプランです。
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ネット研修会のご案内

研修会のテーマ
値動きの根拠と稼ぎ方

※研修会のご準備をお願いします。

①マトリックス
②ダブルエグジット（Line symmetry）
③マトリックス・アプリ
④デモ口座 『外貨NEXT NEO』

外為どっとコム社の『外貨ネクストネオ』の
デモ版口座をダウンロードして下さい。

https://www.gaitame.com/attention/demo.html

all-in-oneオールインワン

P-03
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デモ口座は研修会ご参加の皆様は全員同じ口座をご利用下さい。

当方はアフィリエイターではございませんので、どこのデモ口座を
ご利用頂いても結構なのですが研修会で情報を共有する場合に
デモ口座は統一した方が理解し易いと存じます。

最上部の資産合計はご報告の際は不要です。

リアル口座につきましては各自、自由です。当方は２０年以上、
複数の業者のリアル口座を利用しています。１社のリアル口座で突出した
収益を上げると問題が生ずるからです。

今回推奨のデモ口座 『外貨NEXT NEO』

外為どっとコム社の『外貨ネクストネオ』のデモ版口座を
ダウンロードして下さい。

https://www.gaitame.com/attention/demo.html

続くP-04
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DEMO口座です。
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研修画面設定方法

少し下の部分を画面の外側にはみ出して設定下さい。
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完成です。
しかし
利用する部分は
ここだけです。

売りと買いを５分以内に発注
するだけですので簡単です。
決済は一括して行います。
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研修会の課題

今回の最終チェック

本日４月１２日迄に
右の取引画面通りに
制作してご提出して
下さい。

稼ぎながら学ぶ原型
になります。
ご自分のアイデアで
オリジナルのものは
今回はご不要です。
右の通りに制作して
下さい。
稼ぐ為の秘策が込め
られています。
頑張って下さい。
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後日に、続きます。
support@tenplanet.com

P-09
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以下は前回までの内容、
復習用です。
support@tenplanet.com

P-10
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研修会

始ります。
ネット研修会のご案内

研修会のテーマ
「値動きの根拠と稼ぎ方」
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複数の必要を

ひ
と
つ
に
。

all-in-oneオールインワン
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複数の必要
をひとつに。

all-in-oneオールインワン

オールインワンとは複数
の必要をひとつにまとめ
ることで最大の成果を上
げるだけでなく個々のス
キルも同時に上げます。

収益の必要部分

スキルの必要部分ダブルの必要部分
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このように
して稼ぎます。

ダブルエグジット
ベストシグナル
マトリックス
アプリApp

複数の必要をひとつに

all-in-oneオールインワン
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「マトリックス」は８通貨の値動きによる稼げるタイミングの見張り番

EUR/USD
EUR/JPY
EUR/GBP

USD/JPY
GBP/JPY

GBP/USD
AUD/USD
AUD/JPY
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「ダブルエグジット」は上昇・下降の相関を通貨を活用して稼ぐツール。

FX 取引

BO 取引

兼用
EUR/GBP

GBP/USD

ベスト
シグナル
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この画面がＦＸのリアル口座（デモ）とダブルエグジットとマトリックスです。

ワンタッチ切り替え

ベストシグナル
ダブルエグジット
マトリックス
アプリApp

all-in-oneオールインワン
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朝

昼

夕

夜

APP_アプリ

キーコードはMEMOして保存して下さい。

パソコンとスマホの「お気に入り」に入れてご利用下さい。

https://matrix.planetin.net/

３通貨の方向をタップ
するだけで通貨の相関

が分かります。

08:00
09:00
10:00
11:00

16:00
18:00
22:00
24:00

１

２

３

４

P-18
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APP_アプリ

設定方法

① MATRIXのアプリをダウンロードします。
② パソコン用はURLからダウンロードします。
③ スマホ用はQRコードからダウンロードします。
④ それぞれの「お気に入り」に入れて下さい。
⑤ 設定はアプリの上部の「UserID」 にご登録

のメールアドレスを打ち込んで下さい。
⑥「Key」は申請して頂くとキーコードをご送

付いたしますので直接打ち込んで下さい。
⑦ 有効期限切れたら再度申請して下さい。

⑧ 申請先 support@tenplanet.com

⑨ 申請方法
※お名前 ※メールアドレス ※携帯電話番号
上記を記載して申請して下さい。

※第三者のご利用はお控え下さい。

mailto:support@tenplanet.com


東京相場
8:00

ＮＹ相場
22:00

ロンドン
16:00

東京相場
10:00

EUR/GBP
GBP/USD

EUR/USD
USD/JPY

AUD/USD
USD/JPY

GBP/USD
USD/JPY

APP

APP APP

APP
Matrix１

２

３

４

アプリで番号
選択できます。

１ ３

２ ４

朝

昼

夕

夜
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複数の必要
をひとつに。

all-in-oneオールインワン
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このような
スタイルで
稼ぎます。

複数の必要をひとつに

all in one

START
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リアル口座と
デモ口座を同時
進行可能にします。

①デモ口座
②リアル口座
③オールインワン

リアル口座はFXでもBOでも
個々にご用意下さい。
デモ口座はご指定をご利用
下さい。（研修の為）

デモ口座

W/exit

Matrix

設定
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DEMOはパソコン
の画面に設定し
ます。値動きに
整合性が表示さ
れた場合は、
FXでもBOでも任意に
取引を開始して下さい。
１週間は
DEMOで値動きを
体験される事を
お勧めします。

デモ口座

W/exit

Matrix

DEMO
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デモ口座

W/exit

Matrix

リアル口座とDEMO
口座は同一
のシステムですので
回数を重ねる内に実
践的なトレードで上
達します。
--------------------
ダブルエグジットの
展開は通貨相関
そのものですので
その値動きを体感し
つつ理解が出来ます。
--------------------
マトリックスの
アプリで値動き
の理由と整合性が
理解出来ます。
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取引データーは必ず正確に記載して
下さい。（書式は自由） 実際のリアルトレード例
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トレード心理

トレードの最中に揺れ動くご自身
気持ちを素直に書き留める習慣を
付けて下さい。
トレード終了後に自己反省を行い
ここがポイントだったのか理解出
来るようになります。
リアルの最中の胸中を書き残すこ
とは非常に大切です。

以下にご紹介する記事はプラネットホームの
専属トレーダーが毎日トレードを行いながら
その気持ちを吐露するリアルのつぶやきです。
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本日は18:00から仕掛けた
EURGBPの下降と
GBPUSDの上昇は
24:00までどんな
展開を見せるか
まだ残り２時間余り
有るが・・・。
１分足を観測すると
GBPUSDは衰えていない。
レンジの状態なので
このまま継続する。
下部のGBPUSDは
EURUSD（イエローのラ
イン）がしっかりガード
しているのでまだトレ
ンドは続く。

現在pip損益は＋575
収益20,000円プラス
おそらく11:30迄が
勝負、そこで切ろう。
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22:00,今度は下部の
イエローEURUSDが
下降し始めると上部の
EURGBPに動きが出る。

マトリックスのAPPを
叩くとEURGBPの下降
と出る、流れはこれで
正解か。神経戦・・・
どこかで動きが必ず
出る筈、おそらく・・・
11:30頃NY相場が影響す
るので縦のREDラインを
引いておこう。
横２本のREDラインは
本日18:00の相場開始時の
値動きのラインも入れて
確認、一番注目しているの
は上下、それぞれWhiteの
ライン（現在値）
センターラインに等間隔
になるのが理想。
まだ、上部のEURGBPが
下降すべきなのだが・・
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10:20
途端に動きが出て来た。
現在pip損益は788
収益は¥27,073-。
目標値は¥30000-に
設定しよう。

ここで切って収益を
確保しても良いけれど
時間は,まだ有る。

11時30分に動くと決め
たのだから、ここは
我慢、我慢、我慢、
一番辛いところ。

EURGBPよ、もっと動い
て下さいよ。

レンジの状態は辛いけれ
ど逆転しない限り安らぎ
頑張れる。
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サア動きが出て来たぞーと。
ここからが勝負。
現在３万円を突破した。
11時３０分まで残り９本
どんなドラマが待ち受けて
いるか楽しみ。
上下両方の値動きが中央に
接近してきた。
このパターンが良好。
GBPUSDはトレンドに入っ
ている。
余り一喜一憂しない事。
目標の11:30まで静観する。
投資家は皆んな見ている。

パソコンに前のめりにならな
い、時々後ろに引いて画面全
体を見つめ直そう。
下部のGBUSDは綺麗に上昇
している。
上部のEURGBPはそれほど
の勢いはない。ウーム・・・
理想的に上下の通貨ぺアが
同じ動きをすれば
今頃40,000円は行っている
のに・・・残念 P-30



現在は34000円。後５本です。
少しローソク足がロングに
なって来た。
EURGBPは波乱含みの予感が
する。
これは値動きが荒くなる兆候。
今回は30,000円で終了しよう。
現在25,000円
我慢・我慢・我慢
稼ぐ為に我慢・・・・。

最終結果
Pip損益 EUR/GBP 288

GBP/USD 610    
取引損益
EUR/GBP  ¥11,645- 40.43
GBP/USD ¥19,009- 31.16
-----------------------------------------------

＋¥30,645

本来同じ値動きの展開になれば
¥40,000-はいけるケース。
しかし後半、23時30を目途に
したのが良かった。
そこから、ギリで反転した。
これは良くあるケースで相場が
終わる頃に次の投資家が仕掛け
てくるから。22時頃からもみ合
いに入ったのはNY市場の開始の
影響かな。
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25時：一人の反省会

エントリーの方向も通貨の
選択も正解だった。

ロンドン相場はこの組み合
わせがベストだと思う。

ユーロドルの動きが影響
するのでアプリを叩きな
がら確認すべき。

結果的に相場は24時30分
迄続き予測通りの4万円に
届いた。

待てばゲット出来たのだろ
うが、そこまで引っ張って
3万を失ったら、トレード
の甲斐が無くなる、小心者
で良いから、腹八分目で
逃げるのがやはり勝ちでは
ないだろうか。

明日も頑張るゾーさん。
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このような
イメージで
稼ぎます。

複数の必要をひとつに

all in one

Gool
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〈 研修会：要項 〉

非常事態宣言を受けて自宅待機の自粛期間を有意義に過してはいかがでしょうか。
プラネットホームでは為替投資の実践と理論に特化したネットによる研修会を開催する事
に致しました。

研修テーマは「値動きの根拠と稼ぎ方」です。どうぞ、この機会にご参加下さい。

第４回・研修会
5月01日 申込締切
5月04日 研修開始
5月08日 研修終了

第５回・研修会
5月08日 申込締切
5月11日 研修開始
5月15日 研修終了

※教材の詳細。
http://tenplanet.com/img/matrix_wexit_information_1.pdf

※研修会は新型コロナ対策として、経済的安定を図る為に行われ
るものです。真剣にお取り組み頂ける方にご参加をお願い致します。

プラネットホーム
事業本部

ホームページ
http://planetin.net
サポート★プラネット
support@tenplanet.com
公式eSHOP
http://planetin.net/

サポート時間
平日11：00～16：00
土日祝祭日休

研修期間は５日間
デモとリアルを併行しながら
学びながらお稼ぎ下さい。

教材はマトリックスのアプリは無提供

本体のマトリックスとダブルエグジット
のご用意の無い方はお求め下さい。

参加費用・通信費５,000円です。

support@tenplanet.com

お申込み先
サポート★プラネット
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