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お知らせ

私達には今まで経験をしたことの無い事態が訪れています。

新型コロナ感染で日常生活が日毎に精神的にも金銭的にも疲弊して行きます。

私達にとって、感染を防ぎながら収入を得る事が最優先課題です。

個々によって毎日の収入の希望額は異なると存じますが稼ぐ事が重要です。

国民の危機を優先してこそ政府が存在するわけですが、この国の場合は
オリンピックを優先したがっております。

政府がやらなければ自分達でやらなければなりません。

そこで当方では、『パーソナルサポート』を一定期間・重点的に行う
事にしました。



バイナリーでお稼ぎになりたい方もＦＸで更に展開したい方も学習でき
る場面を『パーソナルサポート』のメールでご教示させ頂きます。

現在、多くの皆様が成果を上げておられる「ダブルエグジット」は
ロンドン相場でのみ利用可能でしたが、それを更に特化して、東京相場
とロンドン相場、更にはニューヨーク相場と伸ばし24時間どこの相場
でも稼げるようにしました。

なぜなら、ひとつの相場は活況を呈してトレンドを形成する時間は
実際には、ごく限られているからです。

為替投資で収益を上げ続けるには、無理なトレードを行わない事です。
稼げる場面でのみ仕事をするべきです。

その為、今回「ダブルエグジット」のチャートも2本から合計4本にし
て、どこの相場でも「マトリックス」を併用すれば、安定的な収益を
上げれるように致しました。



どこの相場が、一番有利かひと目で分かるのが「マトリックス」です。

マトリックスとは元来「生み出すもの」を意味する言葉ですがここで
は、『複数の必要（トレンド）をひとつにまとめる』意味があります。

つまり、 「マトリックス」そのものでもトレードは可能ですが、
「ダブルエグジット」を併用する事で安定した大きな収益を上げるこ
とが可能になります。

毎日、健康的にも精神的にも金銭的にも安定した生活を送る事が今
一番、求められているのではないでしょうか。

どうぞ、この難局をご一緒に乗り越えようでは有りませんか。

この機会に為替を学び直したい皆様も『パーソナルサポート』で
応援させて頂きます。

サポート★プラネット 一同



自宅待機、
この機会に為替投資を学び直して
みませんか。

為替相場のトレンドを学べばBOにも

FXにも応用出来ます。

FXもバイナリーも為替の派生商品です。
デモとリアルの同時進行で稼ぐ方法
ご一緒に学びませんか、応援します。
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マトリックスの全画面です。
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①マトリックス版1本で３相場の値動きを確認出来ます。

②8通貨ペアのトレンドの値動きが瞬時に分かります。

③1分足と5分足で表示、FXもBOも利用可能です。

④即、取引出来ますが専用チャートで確認も可能です。

⑤朝・昼・夕・夜といつでもトレードが可能です。

⑥シグナルが点滅しますので初級者でも一目瞭然です。

マトリックスの特徴 ①



マトリックスの特徴 ②

ひとつの相場で有効的に稼げるトレンドの場面は相場が活況を呈する時だ
けで1相場1日1回とお考え下さい。

バイナリーの場合、最初は勝てても後半は勝てなくなるのはトレンドが
終息しているからです。

ならば東京の次のロンドンで勝負し、更にニューヨークで勝負すれば、
一番強いトレンドの中で取引する訳ですので確実性は高くなります。

『マトリックス』はトレンドの『見張り番』としても有効的ですので、
多いにご活用下さい。

大きな特徴はひと目でトレンド状態の通貨を見つけることが可能です。

『マトリックス』は8通貨の内、最も有利な通貨ぺアを発見する為に開発
しました。



トレードに最適なトレンドは逃さない。

簡単に切り替えが可能です。



「マトリックス」の画面からワンタッチで
「ダブルエグジット」の画面に展開します。

両方の画面を交互に
確認してトレンドを
逃しません。



朝方・昼方の東京相場では最も値動きの大きい通貨ペアの、
ドル・円・ユーロ(USD/JPY/EUR)と
豪ドル・ドル・円（AUD/USD/JPY)をメインに取引が出来ます。

夕方のロンドン相場では最も値動きの大きい通貨ペアの
ドル・ポンド・ユーロ(USD/GBP/EUR）
とポンド・円・ドルGBP/JPY/USD)をメインに取引が出来ます。

夜方のニューヨーク相場では最も値動きの大きい通貨ペアの
ドル・ポンド・円(USD/GBP/JPY)と
ポンド・ユーロ・ドル(GBP/EUR/USD)をメインに取引が出来ます。

その中で、特にご注目して頂きたいのは3大相場の値動きのトレンド
の状況をひとつに、まとめたマトリックスです。

ＦＸとバイナリーオプションのどちらでもご利用可能です。

３大相場の特徴と通貨の相関を活かします。



ダブルエグジットの全画面です。



１００点満点の展開ではないでしょうか？

ＦＸは全体ＢＯは円の囲みです。

←上昇シグナル

下降シグナル
→

二つのシグナル
の内、更に強い
方のシグナル

対角線のシグナル



プラネットサイクル
はシグナルから
開始されます。

為替相場は活況を呈する時間帯に
本物のトレンドが形成されます。
為替には他の投資商品にない優位
性があります。通貨相関性による
値動きには整合性が有ります。
その特徴を活かしてお稼ぎ下さい。



ダブルエグジットのパターンは3点です。

①オープン型



ダブルエグジットのパターンは3点です。

②クローズ型



ダブルエグジットのパターンは3点です。

③エックス型



特別パターンです。

④ 特別型



値動きには必ず
根拠が有ります。



だから根拠で稼ぐのです。



4月1日



3月31日



3月30日



ダブルエグジット学習会を開催

初心者の方どうぞ、ご参加下さい。



ダブルエグジットの特徴

相関性の強い通貨ペアを上下に配置しますと、見事に上昇と下降が
逆転します。

そこに、上下対称の相似形が生まれます。

これは通貨の相関性によるもので、投資の世界では為替相場にのみ
発生させることが出来る唯一のものです。

多くの投資家はワンサイドでのみ取引を行いますが、この為替の
相関性からなら上下対称の相似形を活用すればダブルで収益がもた
らされます。

相場が活況を呈する時間帯は限定されているのはご存知の通りです。

ならば、最もトレンドが形成される場面でダブルの取引を行い
ダブルの利益を得ることは極めて安全で賢明な投資と言えます。

為替相場の最大の利点を活かして取引を行って下さい。



トレンドのみ信じて下さい。

同じ時間帯の,
同じ取引相場では,
同じ相関通貨ぺア同士が
同じトレンドのパターンを
必ず出現させます。

ＦＸでお稼ぎになるには、全体の
上下の値動きと角度を見ながら
チャートに逆らわずトレードして下さい。
収益はダブルで得る事が可能です。

ＢＯでお稼ぎになるには、全体の
上下の値動きと角度を見ながら
中央のトレンドマークが双方出て
いる場面で取引を行って下さい。

ＦＸもＢＯもその値動きが上下同じ
値動きになる事が条件になります。



※料金のご案内

マトリックスとダブルエグジットをご利用の皆様には今回の特別の
価格を設定致しました。。
趣味や副業でされておられる方も、この機会に一歩踏み込んで学習
しながらお稼ぎになってはいかがでしょうか。
シンプルな方法やトレーニング方法は以外とご存知の無い方が多い
のです。お気軽にご利用下さい。

※マトリックス＆ダブルエグジットの料金
定価 48,000円 新規のマトリックス1本＆ダブルエグジット4本

※マトリックス（新規のマトリックス1本）
定価 18,000円

※対策価格（始めての方）新規マトリックス1本＆ダブルエグジット4本

特価 24,800円 （先着100名様）

※応援価格 すでにダブルエグジットご利用の皆様
（マトリックス1本＆新ダブルエグジット4本のセット）

特価 13,800円 （先着100名様）



お申込み方法

お求め頂く場合は、極力ご予算を抑えてご購入頂くことをお勧めします。

※対策価格（始めての方）新規マトリックス1本＆ダブルエグジット4本

特価 24,800円 （先着100名様）

※応援価格 すでにダブルエグジットご利用の皆様
（マトリックス1本＆新ダブルエグジット８本のセット）

特価 13,800円 （先着100名様）

①お名前
②お電話
③メールアドレス
④申し込み種別（対策・応援）等をお書き添え頂きメールにて
お申し込み下さい。
support@tenplanet.com

公式サイト「プラネットイーショップ」もご利用可能です。
https://shop.planetin.net/ カードも銀行振込も決済は可能です。

mailto:support@tenplanet.com
https://shop.planetin.net/
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最後に一言

21年の長い為替投資の実践を通じてサポート活動を行って参りましたが、
世界的に蔓延する感染病の中で始めて恐怖感を覚えております。

「自分の身は自分で守れ」とは、常日頃申し合わせておりますが、
健康とお金の両面を守る事に遭遇して始めて気付く事が有ります。

普段、当たり前に出来ている事が非常時には、おののいているばかり
で何も前に進みません。
しかし、現実をしっかりと見据えて、出来ることを一歩一歩行う事が、
結果的に将来、あの時、頑張って良かったと思えるようになるのでは
ないでしょうか。

今は一心不乱に為替投資に励む事が何よりも大切な時かと存じます。

どうか、皆様、テレビの報道に気持ちを暗くするよりも、大きな
値動きを繰り返す為替相場に目を向けて下さい。

健康とお金の大切さをご一緒に考えてみませんか。

サポート★プラネット 一同



プラネットホーム事業本部

『サポート★プラネット』
メールアドレス
support@tenplanet.com

ホームページ
http://planetin.netsugita 
公式『Ｅ－ショップ』
https://shop.planetin.net/

営業時間
平日AM11：00～PM4：00

最後までお読み頂き有難うございました。
皆様のご健康と成功を祈念致します。

新型コロナ感染にはお気を付け下さい。

mailto:support@tenplanet.com
http://planetin.net/
http://planetin.net/
http://planetin.net/
http://planetin.net/

