
２０１４年３月度モニター制度テーマ 

無尽蔵 planet     

尽きることのない財宝を納める蔵・ 

果たして無尽蔵に稼げるでしょうか 

モニター制度 ３月度開始です。・ 

スタートはブラインドチャートです。 

 

１本のラインだけで稼げるかチャレンジです。！ 



モニター★プラネット開始のご連絡 

 

いつもお引き立て頂きまして有難うございます。  

プラネットホームの責任者杉田でございます。 

お待たせいたしました。 

２０１４年の「モニター★プラネット」を３月３日雛祭りより開始致します。 

期間は３ヶ月で１０日間をワンクールとして８クールを行います。 

方法は２４optionのＤＥＭＯ口座を利用して当方の考案した、 

「トレードスキルアップチャート」でチャレンジして頂きます。 

 

プラネットチャートのコンセプトで有る「為替の相関」を中心に８種類の 

チャートで構成されております。 

 

通常のセミナーと異なり、当方の「モニター★プラネット」は理屈 

抜きでトレードの上達を図り稼ぐ事を目的として行われます。 

 

「ＤＥＭＯで１０連勝」が目標です。  

 

世間では「ＤＥＭＯトレード」はリアル感が無いので有効では無いと 

言うお馬鹿さんがおりますが・・・１００％間違いです。 

 

デモトレードで１０連勝も出来ない人が、どうやって月間１００万円 

稼げますでしょうか。 

おそらく１万円すらをも稼げないと思います。 

 

稼ぐとはご自分が通常働いて得られる月収の２倍を持ってして稼ぐと定義 

づけて下さい。 

 

トレードのスキルを高めることこそが稼ぐ目的における手段なのです。 

それには「１０連勝」です。 

それをプラネットホームに経過・結果を報告する所がモニター制度の 

真髄であります。 

 

スキルアップを図る上で何ら「恥も外聞」も必要ありません。 

「金の成る木」を自ら育てて頂きます。 

個人でいい加減なトレードを行っても誰も咎めませんが、報告となると 



真剣にならざるを得なくなります。 

個人投資家、デイトレーダーにとって大敵なのは「自己管理」です。 

「自己管理」ほど、難しい仕事は有りません。 

 

ＢＯＯＫセミナーでは読むだけで覚えるには限界が有ります。 

ＤＥＭＯトレードで試行錯誤する事が活きた教材になる筈です。 

すでに多くの方がご参加され成果を出しておられます。 

 

トレードの進捗状況を１０日間に１回、現在のＤＥＭＯ口座の残高と 

合わせて「ＤＥＭＯトレード１０連勝・達成進捗表」（下記に掲載）を 

メールで送って頂きます。 

 

参加される以上は最後までお付き合い下さい。 

途中棄権をされる方は「トレードスキルアップチャート」を 

１５,０００円でご購入されて下さい。 

 

日頃のご愛顧に感謝し「勝利のプラネットチャート」の真髄を 

ご披露致します。  是非、体感して下さい。 

ご成功を祈念致します。                   ２月吉日 

 

[ 日 程 ] 

３－１   ３月 ３日（月）～３月１３日（金） ①クール 

３－２   ３月１４日（金）～３月２３日（日） ②クール 

３－３   ３月２４日（月）～４月 ３日（木） ③クール 

 

４－１   ４月 ４日（金）～４月１３日（日） ④クール 

４－２   ４月１４日（月）～４月２３日（水） ⑤クール 

４－３   ４月２４日（木）～５月１１日（日） ＧＷ変則（１８日間） ⑥クール 

 

５－１   ５月１２日（月）～５月２１日（水） ⑦クール 

５－２   ５月２２日（木）～５月３１日（土） ⑧クール 

 

主催、 プラネットホーム  「勝利のプラネットチャート」事業部 

ホームページ http://planetin.net/    

メール  support@tenplanet.com 

 

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


サンプル 「ＤＥＭＯトレード１０連勝 達成進捗表」 チャートにより変更します。 

 



PLANET STYLE  モニター制度 

トレードカリキュラム (トレードの達人になる為に) 

Planet Style 「トレードスキルアップチャート」サンプル 

※現在のマーケットを２本のラインだけでチャレンジ！ 

 
Planet Style 2      トレードカリキュラム 

※現在のマーケットを１本のラインだけでチャレンジ！ 

 

 



Planet Style 3      トレードカリキュラム 

※平均足の中ででチャレンジ！ 

 

 
Planet Style 4     トレードカリキュラム 

※ファンダメンタルス（経済指標発表・重要度Ａクラス）にチャレンジ！ 

避けるべき経済指標発表時にあえて挑戦して下さい。！ 

 
経済指標の発表時間をあらかじめチャートに設定します。 

Planet Style 5      トレードカリキュラム 



Planet Style 5      トレードカリキュラム 

※Bar＆Ｌｉｎｅだけで勝てるかチャレンジ！ 

 
上記はトレードの達人になる為のトレーニングチャートの一例です。 

為替の本質を知る為に通貨の相関を知る為に、読む教材でなく 

体感して頂く、活きた教材です。 

当方のリアルトレードで実戦で使用しているチャートも中にあります。 

 

 
トレードのスキルをアップする事がお稼ぎになる最も近道です。 

 

 



■ パーソナルご質問票 ■      年   月   日   曜日 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※ご氏名       様 

※ご年齢   歳 

※性別   男性  女性  

※メールアドレス  ＠ 

※ご住所   

※主な業種（公務員・会社員・自営業・その他）  （可能な範囲で結構です。） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※ＦＸ歴  年 

※バイナリー歴   年 

※トレード可能時間  一日   時間 

※トレード時間帯   ：００～  ：００ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※希望月間収入    万円 

※現在の為替収入   万円 

※口座開設業者名 ■ＦＸの場合（             ） 

■バイナリーの場合（          ） 

※トレード用・チャート名：（             ） 

 

※主な取引通貨ペア（USD/JPY  EUR/JPY  GBP/JPY  EYR/USD その他 ） 

※為替の学習歴（   年） 

※お好きなインジケーター  

※お好きな手法（順張り・逆張り・高値安値・トレンドライン・ピボット他） 

※他の金融商品の投資ご経歴（株・商品相場・オプション・投資信託・リート） 

※パーソナル(個人) 評価 （ 初級 中級 上級 プ ロ ） 

■ご質問内容■（出来るだけ具体的に可能なら画像も添付して下さい。） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLANET HOME     メール support@tenplanet.com   HP http://planetin.net/ 

※サポート★プラネット・パーソナルご質問票・モニター制度併用          2008.03.01  

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


プラネット★２０１４★ご一緒に稼ぎませんか！ 

バイナリーモニター募集 [ ＴＲＹ ] 

    Planet＊Home 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

この機会に勝ち組にチャレンジしてみませんか。 

１０日に１回簡単なレポートをメールするだけです。 

トレードは好きな時間に自由に行って下さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●スクールの学習ではありませんので自由です。 

※ご参考 

※過去実績 ７０％の方が勝ち組 １０％の方がリタイヤ ２０％の方が負け組 

  １０００万円プレイヤーは年間１８名おられます。 

■  募・集・要・項  ■   まったくの素人さん歓迎！ 信頼できる方！ 

モニターのメールでは必要に応じてサポートもさせて頂きます。 

※新商品のモニタリング：第一回「プラネット：バイナリー」 未発売                       

※収益が商品の価格の１０倍以上達成した場合は買取って頂きます。 

例） Ａ商材 ２５,０００円で会員価格が１５,０００円の場合  

１０倍の２５万円の収益が出たら会員価格１５,０００円で買い取って頂きます。 

期間は３ヶ月間 ( 中途解約の場合は会員価格でご購入下さい。 ) 

「モニター契約」を締結して頂きます。 



バイナリーモニター募集 [ ＴＲＹ ] 

 

   

 

※募集定員  先着：１００名様   

※ ＦＸまたはバイナリーの経験が３ヶ月以上有る方 

※ バイナリーオプションで真面目に年収３００万円以上稼ぎたい方 

※ 日本国籍：男女年齢問わず：未成年者の方はご遠慮下さい。 

※ 同業者の方はご遠慮下さい。 

※ 週２日以上トレードの出来る方、トレード時間は問いません。 

※ ＭＴ４を現在ご利用されておられる方。 

※ バイナリーオプションの勝ち方・稼ぎ方を学びたい方 

※ 投資用資金と生活用資金我区別されておられる方 

※お互いに信頼関係が構築出来る方 

※ご高齢で投資の理解力・判断力が乏しい方はご遠慮下さい。 

 

※業者口座：プラットフォーム ( ２口座・必要 ) 

※トレードラッシュ社  口座開設者及びこれから開設される方 

※２４Ｏｏｐｔｉｏｎ     口座開設者及びこれから開設される方 

※新商品のトレードでは上記２社の口座が必要です。 

※商品によって稼げるなら他の口座開設もお願いします。(任意) 

※口座開設のサポート可能・キャシュバック５０００円プレゼント 

 

 



 

 

※お申込み 

氏名・年齢・性別・ご住所・連絡先・メールアドレスをメールして下さい。 

PLANET HOME  モニター担当 杉田 support@tenplanet.com 

 

※締め切り  ２０１４年２月２０日迄  （先着順で締め切らせて頂きます。） 

申し込み---契約---商品設定---口座開設---スタート  

 

※開始日    第１回 ２０１４年３月１日～ ５月３１日 

          第２回 ２０１４年６月１日～ ８月３１日 

          第３回 ２０１４年９月１日～１１月３０日  

 

※トライアル  １月２月にプラネット商品ご購入者様には特別試用期間として 

            モニター制度をお試し頂く事が可能です。 

         ご自分のトレードスタイルを見直す良い機会かと存じます。 

 

monitor 

ＰＬＡＮＥＴ ＨＯＭＥ      

ホームページ http://planetin.net/ 

サポート★プラネット support@tenplanet.com 

サポート時間 ※平日 AM11：00～PM4：00  

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

