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Planet Home

特別セミナー
ご招待のご案内

コアラde
バイナリー

コアラのバイナリー「メールセミナー」を開催します。

「コアラdeバイナリー」をお求め頂いた皆様に４月開講の
メールセミナーを無料でご招待致します。
バイナリーオプションの基本から応用…そして具体的な稼ぎ方ま
でご教示させて頂きます。
是非、この機会に「学びながらお稼ぎ下さい」

開始期日 4月 5日
終了期日 4月23日

※先着100名様限定

学びながらお稼ぎ下さい。



--ーコアラdeバイナリー：スケジュールプラン一覧ーーー

3月18日（木）特別会員への先行予約開始
100名様限定販売で終了

3月31日（水）先行予約終了

4月 1日（木）商品リリース（4月1日より）
（4月１日より公式サイトにご登録頂ければ商品の

ダウンロードが可能になります。）

4月 5日（月）設定「チャート添削アドバイス」
（4月１日から４月５日迄）

4月 7日（水）「コアラdeバイナリー」
メールセミナー開講

4月21日（水）メールセミナー終了

メールによるセミナーの内容
※こうすれば稼げるご案内
①100%の確率ポイント
②損失回避
③利益確保
④稼げる理由
④ロジック
⑤リアル取引の添削

100名様を勝利へ特別ご招待。

ココが取引開始
ポイント！
５分足３本で
取引完勝です。
慣れてくれば１回
の取引５万円で
勝って終了。



ここが
スタートです。

「コアラのバイナリー」をご利用頂ければ
バイナリーの取引開始ポイントはどなたも
すぐに分かります。
２通貨ペア又は３通貨ペアが揃ってトレン
ドの形成を始めたら、ローソク足が連続３
本が継続するポイントを見計らって取引を
開始します。
万が一その内の１本が押し目（戻し）で逆
方向になっても、問題は有りません。
判定時間には大差で終了する可能性が予想
されるからです。

AUD/JPY

EUR/JPY

GBP/JPY



はじめの一歩は５万円の利益から。

一日５万円稼げたら相場から離れて下さい。
個人の為替投資家の目安としては、20日間の稼働で100万円、
年収で1200万円だからです。 それ以上は望まないで下さい。
年収1200万円、その数字が多いか少ないかは個人の生活感覚
によりますが投資の世界では「勝ちヤメ」こそが必勝法です。
「１日５万円の利益」で逃げて下さい。

勝率で勝ち負けを判断される方がおられますが・・・。
それは「自動売買」のお話で、損失を回避できないからです。

取引回数を多く行えば行うほど勝率は5割に近づきます。
更に「負の意識」が冷静な判断を狂わせ、最後は「すべて負け
るまで」と本当にきれいさっぱり負けます。
時間と労力とお金の無駄になりますので絶対に回避して下さい。
毎日、1回１万円の取引で5回勝てば利益5万円で即終了です。

トレンドが分かれば、投資額５万円で１回勝てば即終了です。



ここで
仕掛けます。

このローソク足は平均足ではありません
通常のローソク足です。
３本以上連続して出るゾーンに仕掛けます。

５分足連続３本以上を狙います。

No.1



バイナリー取引のご経験は少ない方が有利です。

バイナリー取引で負ける人の大半は30秒・1分・3分の超短時間
判定を選択します。 なぜなら、短時間であればあるほど値動き
の変化は少ないと考えるからです。お答えは正解です。

しかし、そこには、少しご無理があります。なぜなら為替相場は
頻繁に通貨の交換を行う為、30秒・1分・3分の判定時間では明
確なトレンドは出にくい傾向にあるからです。
為替取引で稼ぐ条件のひとつはトレンドの中で取引を行う事です。
超短時間のトレンドは発生しずらいだけに予測が困難なのです。

稼ぐ為に行う取引なら困難な所で苦労する必要は有りません。

通常、投資は株取引のように1銘柄が対象になりますが為替相場
の場合は通貨の交換が目的ですので2通貨が対象になります。
早い話、円が圧倒的に買われればそれに相対する通貨ペアのすべ
てダウンします。（ USD/JPY EUR/JPY  GBP/JPY AUD/JPY ）
この原理原則を覚えて頂ければ短期間に上達されるでしょう。
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バイナリーで稼ぐ方法をご伝授いたします。

為替投資で多くの利益を望まれるならFXを併用するか、もしくは取
引口座を複数に増やして下さい。

その理由は一般の皆様が為替取引を行う場合の形態は市場取引はな
く口座業者との相対取引だからです。

相対取引とは1対１のガチンコ勝負です。
ガチンコ勝負とは、どちらかが勝てばどちらかが負ける事です。
つまり、口座を提供する業者が敵になることです。

相手はしっかりしたビジネスモデルプランを立ててきますので、そ
の逆手を取って勝たねばなりません。
その最善の策は、圧倒的に勝てるゾーンで取引を行うことです。
圧倒的な大差で勝てば、相手はなす術がありません。

バイナリーオプションにはFXのpipsのように利幅はありません。
しかし、圧倒的に勝つことが精神的にも余裕が持てるのです。



個人投資家に憧れますか？

多くの人が個人投資家に憧れる理由の一つに「収入が青天井」と
いう点が挙げられます。

サラリーマンの収入はある程度、上限が決まっています。

でも個人投資家の収入には上限がありません。

青天井が大きな魅力ですから、個人投資家になるからには少なく
ともサラリーマン時代の2倍は稼がないと成功とは言えないと私
は思います。

それなのに、サラリーマン時代年収800万円だった人が個人投資
家になり、年収が半分の400万円になっても「まぁ生活できてい
るから良いか」と、現状に甘んじている話をたまに聞くととても
寂しい気分になります。



利回りを計算して利益を得る

「投資」とは、利回りを計算し確実に利益を得るということです。

もちろん“投資”もギャンブル同様にリスクがつきものです。

そのリスクも加味して最終的には確実に利益が残るよう運用する
のが“投資”の考え方です。

トレードをギャンブルと考えている人はやたら「勝率」にこだわ
ります。

トレードを“投資”と考えている人は「勝率」よりも「利回り」に
こだわっています。

もしあなたが「勝率」にこだわっているなら少し危険かもしれま
せん、是非、「利回り」に目を向けてください。



確実に利益を得る。

例えばあなたの自己資金が100万円とします。

一ヶ月で105万円に増やすのが目標なら月利5％ということです。
月利5%を12ヶ月間続けたなら1年後に160万円になりますね？
ですから、年利は60%になるということです。

ＦＸやバイナリーでは、年利60%程度の利回りを目標にしても
それほど現実離れした数字ではありません。

ちなみに定期預金の年利（金利）は0.0０2%くらいなので
ＦＸ・バイナリーがいかに利回りが良いか分かると思います。

ただし、近所のパチンコ屋へ行く感覚でＦＸやバイナリーに手
を出すのは絶対にやめてください。

なぜなら、バイナリー業者はギャンブラーが大好きだからです。



ギャンブルは嫌いだ！

ＦＸやバイナリーの為替投資をご一緒に楽しみませんか。

新たな人生を踏み出したいあなたへＦＸとバイナリーの新しい
攻略法を公開します

1日に３０万円も稼げるのも紛れもない事実ではあります。

但し、正しい攻略法を知っているから稼げることを忘れてはい
けません。
正しい攻略法を知らなければ，もちろん、こんなに上手くいき
ません。
世の中のトレーダーの９割は正しい攻略法を知らない為に負け
ています。

ギャンブルが嫌いな方だけが成功する世界なのかも知れません。



パソコン＆スマホ
パソコンでトレンドを確認して
スマホで取引するのも方法です。
パソコンはトレンド発見ツール
としてその機能を活かして下さい。

P＆S



バイナリーオプション

BOで稼ぐ方法
推奨取引

5分足による
15分判定
スプレッド

取引対象通貨

目標投資回数※5戦全勝

AUD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
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BOで稼ぐ方法
推奨取引

5分足による15分判定
スプレッド
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チャンスは常に訪れます。



バイナリーで成果を披露して頂きました。

コロナの非常事態宣言の中、昨年の2月から本年の2月迄、毎月メー
ルによるセミナーを開催させて頂きました。
延べ13ヶ月、520名様の皆様にご参加頂きました。

セミナーにおいてはリアルトレード組の方に毎回、個々に細かいア
ドバイスをさせて頂きました。

理由はコロナ禍において絶対に損失を出して頂きたくないからです。

今回、お約束通り最後の仕上げとして、1ヶ月間リアルトレードで
100万円以上お稼ぎの皆様を対象に「ダイレクト学習会」を開催致
しました。 （会場：みなとみらい横浜と東京の八重洲口）

今回はバイナリー部門で成果を上げた皆様に具体的な方法を披露し
て頂きました。



コアラdeバイナリーを手に入れる。

あなたはすでに“為替投資で稼ぐ未来”を手に入れたも同然な
のですが、「自分は“コアラdeバイナリー”を上手く使いこ
なせるだろうか？」という漠然とした不安を持たれているか
も知れません。
そこで、当方が責任を持って「1年間無料・無制限のサポート」
をさせて頂きますので安心してください。
当方は、必要なものだけを渡して「はい、終わり」というこ
とはしたくありません。あなたが稼げるようになるまで最善
を尽くしてメールにてサポートします。
コアラdeバイナリーを手に入れたあなたはもう一人で戦わなく
てもいいのです。ぜひ当方を頼ってください。

コアラdeバイナリーで成功を手に入れる覚悟ができた方は
どうぞ入手してください。



「コアラdeバイナリー」

定価 19,800円

support@tenplanet.com

※商品内容：
テンプレート２本 インジケーター14本 説明書 P30ページ付
『MT4マイチャート制作方法』P21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で対応いたします。
他にサポートとして商品の設定サポート及びセミナー研修会等のご案内を
させて頂きます。
当該製品はMT4に対応しアップロードは2年間無料で行います。
※当該商品はMT4（ダウンロード無料）に設定してご利用下さい。
メールサポート１年間無料

ご不明な点はお気軽に
お尋ね下さい。

サポート★プラネット



※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』で設定のサポートをさせて頂きます。
OS：Windows7. 8.10 
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）
『コアラdeバイナリー』は開発商品でプラネットホームに著作権が有します。
商用及び無断転用はお断りしております。
【預かり金の禁止】
当方は資金のお預かり及びシグナルの配信などは一切行いません。
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。
※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。
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又はバイナリーオプションは取引業者の売買手数料がかかり
ます。



より安全に
より確実に
より正確に

取引の基本姿勢

稼ぐ事より
負けない取引が大前提になります。
結果は付随します。

トレンドの中には必ず・・・・
押し目・戻し（反転）があります。
その位置は３通貨ペアとも同じです。
取引開始はその反転のローソク足か
ら2本目になります。
ローソク足にはヒゲが無いことが
条件になります。
大陽（陰）線でもなく小陽（陰）線
でもない中陽（陰）線（造語）が
並ぶトレンドが最適な取引環境です。

AUD/JPY

EUR/JPY

GBP/JPY



付 則 以下はプラネットホームの活動の一部です。

プラネットホームの活動近況版 3月16日「プラネット通信」より

2021年3月8日より開始された「学習会」はコロナ禍の中で毎月100万円
以上お稼ぎになった皆様の発表会の場でもあります。
FX部門とバイナリー部門に分けて開催しております。
今回は第2回目、東京八重洲口会場からバイナリー部門をお届け致します。
本日はハイローオーストラリアの「ジャックポット」が話題になりました。
皆様は「ジャックポット」はご存じですか、和訳すると「大当たり」の
意味がありますが、本日からバイナリーの「ハイローオーストラリア」
が始めた新企画です。
直接は取引とは関係ないのですが取引の最後に「くじ引き」のようなモノ
がありまして「当たると口座にお金が振り込まれるシステムです。
お客様を掴んで離さない苦心策でしょうか？（笑）
今回はそのハイローオーストラリアの口座で毎月100万円以上お稼ぎの人物
の登場です。
東京世田谷在住のMK様54歳男性,4年前からバイナリーを開始し,なかな
か稼げず、当方のアドバイスで為替相場の学習をしてからFXの取引に転向しま
した。
そして昨年の１０月から再度、バイナリーにリベンジとして復帰しました。
ご本人曰く・・・。



性格的に長時間、時間を費やす取引よりも短時間の定額収益の積み重ねが合
っているということでバイナリー70％FX30％の割合でトレードを行っておら
れます。
年間収益はFXとBOの合算ですが下記の内容です。
----------------------------------
2019年1480万円
2020年1630万円
2021年380万円（2月末日現在）
----------------------------------
セミナーの常連さんでもございますが当方の通貨の相関で「為替の整理」が
できるとの事、取り分け通貨の相関アプリが大好きな方です。
今回、「ハイローオーストラリア」の口座を利用してバイナリーを極める製
品を当方で開発しました。
そこでバイナリー専門の個人トレーダー様10名にモニタリングをして頂き
ました。
製品名は「コアラdeバイナリー」です。
FX専門の皆様にはご興味のない話かも知れませんが、1ヶ月間のリアルトレ
ードにおいて200万円越えを６名様が果たされました。

今回はその一部をご紹介致します。



-----------------------------------------------------
※あなたは「クジラ」をご存じですか。
-----------------------------------------------------

為替トレードの世界にはとんでもない金額を１回の投資で行う人達がいます。

カジノの世界では「クジラ」と言って特別待遇されるようですが、為替の世界
はネットなのでその実体は明らかにされていません。
一方、1回1000円を何回も繰り返し、その結果５千円勝った、２万円勝った
と喜んでおられる方も多くおられます。
どちらも楽しむ方法はあって然るべきです。
しかし、経済的に為替投資を生活の糧にしようと励んでおられる人達にとって
は安全で確実に,さらに多くの収益を望むところですね。

その為には、絶対的に優先すべきは、負けない取引方法を身に付けるべきです。
逆張りで大きな利益を狙うよりも順張りで確実な利益を確保するのは当然です。
具体的には確実性の高いトレンドの中で取引を行う事に尽きます。

今回、「EEポイント」のバイナリーオプション版をリリースするにあたり、そ
のコンセプトをいろんな角度から模索しました。
そこから得た結論は攻撃的なトレンドよりも守備的なトレンドを選択すること
にしました。



つまり、頭の先から尻尾まで魚をおいしく頂くのはFXの世界でのトレンド
の対応法ですが、バイナリーにおいてはその中身だけを頂く、いわゆるトレ
ンドのマックスに特化する事にしました。
バイナリーオプションはご存じの通り、判定時間の制限の中でアップ・ダウ
ンを予測する取引です。
大方の皆様は、短時間であれば、その予測は比較的簡単にできると思われます。
そこで30秒・1分・3分などの超短時間を選択されます。
しかし、為替相場は通貨同士の交換による売買が目的ですので、その取引回数
は短時間に頻繁に行われます。
つまり実際の為替取引においては時間足は関係なく数秒単位で何件もの売買が
繰り広げられているのです。
時間足はトレーダーにとっての仕切の単位時間でしかないのです。
結論としては30秒・1分・3分などの超短時間の取引は極めてリスクが高いの
が
現実です。
為替取引は１日の取引高が500兆円に上ります。
そのスケールからすれば、瞬きのする間に取引きが行われていると言って過言
ではありません。
頻繁に行われる為替取引において短時間ではトレンドの形成どころか変動幅が
ほとんどない為に極めて危険な状態ある訳です。
常にイーブンな状態と言って過言でありません。



まるで戦場地帯で敵の地雷が仕掛けて有るその上で伏せながら機関銃を
撃つ行為と同じではないでしょうか。
戦争体験はないのでイメージでのお話です。
因みに日本の東京証券取引所の一日の取引高は多くて2兆円でしょうか。
申し上げたいのは危険と裏腹の状況で為替取引を行わないようにして下さい
という事です。
ならば…どうするれば良いのか。
その課題を克服されて１ヶ月間のリアルトレードで200万円越えを果たされ
た「モニタリング」の皆様の手法が今回の「コアラdeバイナリー」です。
今回、EEポイントのバイナリー版としてリリースさせて頂きます。
投資とは収益を得る目的で行われるものですが、その前にリスクを回避
する方法を優先すべきです。
とかく収益だけを追求するあまり、前のめりになりがちですが、理論上も
現実においても100%稼げるポイントでのみ取引を行うべきです。
期待収益をイメージするよりも通貨特有のメリットである為替相場のロジッ
クをイメージすべきです。
それが「コアラdeバイナリー」です。どうぞ,ご活用下さい。
「コアラdeバイナリー」で稼ぐメールセミナーは４月から開始致します。

期間は１ヶ月間でセミナー参加費は無料です。
是非、ご参加頂きお稼ぎ下さい。



ここで
仕掛けます。

このローソク足は平均足ではありません
通常のローソク足です。
３本以上連続して出るゾーンに仕掛けます。

５分足連続３本以上を狙います。

No.2



http://planetin.net/

お陰様でサポート２2周年

多くの専業トレーダーがご活用

これからも応援させて頂きます。

FX＆BO のことならお気軽にご相談下さい。

Planet Home
オリジナルチャート

ソフトの開発:制作



highlowdemo.com

デモで始めて～リアルで稼ぐ！
Support ★ Planet Home

※デモでお試し下さい。

「コアラdeバイナリー」はハイローオーストラリアの
バイナリーオプションをイメージしております。
デモトレードをご利用されてお試し下さい。

http://highlowdemo.com/


https://highlow.com/register?a_aid=5391b7fd4c1a9

HIGHLOW口座開設はこちらから

https://highlow.com/register?a_aid=5391b7fd4c1a9



