
ヨーロッパを旅するには円をユーロに交換します。 
ユーロのレート計算はユーロドル×ドル円です。 
ユーロと円とドルの３通貨の相関によってレートは 
決まります。そこに『通貨の相関』があります。 
 

ＰＬＵＳ：ＳＩＤＥのお話 

プラスサイドの世界へようこそ 



＋ＳＩＤＥ 「プラスサイド」 ＰｌａｎｅｔＨｏｍｅ 



  答：ポンド円の上昇です。 

ドル円に固執しない！ 

トレード最強順位 

アプリ 『プラスサイド』 

ＭＴ４インジケーター付 



為替トレードが変わる！ 
ＦＸもバイナリーもプラスサイドでトレード 

本気で稼ぐなら好みの通貨でなく勝てる通貨を選択 

ＥＵＲ ＧＢＰ 

ＵＳＤ ＪＰＹ 

４通貨は６通りの組み合わせ 



ユーロ円とユーロドルが上昇 

ドル円が下降した場合 

プロは無条件でユーロドルを買います。 

理由は通貨の相関です。 ＥＵＲ＞ＪＰＹ＞ＵＳＤ 

プロには『経験則の頭の回転』があります。 
アマには通貨の相関の慣れは有りません。 

しかし視覚化すれば通貨の相関は分かります 



初心者は稼げるポイントを探します。 
プロは稼げるトレード通貨を探します。 

プロとアマ 
の違い 

難しいトレード通貨ではプロでも勝てないからです。 
安全で確実性の高いトレード通貨を選択する事が 
稼ぐ第一条件です。 

勝てる通貨
を探すには 

通貨の相関 
簡単に知る 

視覚化すれば通貨の相関は 
ひと目でＯＫ 

為替の原点は通貨の交換 
そこに通貨の相関が介在します。 

勝てる相手と勝負 
勝てる相手を通貨の相関で探す。 

勝てる相手と勝負するのがプロ 
勝負はしてみないと分からないのがアマ 

ユーロ円とユーロドルが上昇・ドル円が下降 
ならば１００％ユーロドルはトレード通貨です。 
これが通貨の相関です。 

プロは経験による頭の回転で・・・ 
アマはひと目で分かる視覚で・・・ 



視覚化すれば
通貨の相関は 
ひと目でＯＫ 

ＥＵＲＵＳＤ 

勝負すべきトレード通貨 

 １位 ユーロvs円  
 ２位  ドルvs円 
 ３位 ユーロvsポン 



 これがひと目で分かる通貨の相関 
 

     タイトルは 『 ＋SIDE  』 プラスサイドです。 
 
    意味は一方的に勝つ『ワンサイドゲーム』が由来です。 
   つまり圧倒的に勝てるゾーンを『プラスサイド』で探します。 
 
  『プラスサイド』は 2種類で構成『プラスサイドＭＴ４』と 
  『プラスサイドアプリ』でワンセットとなっています。 
 
 
 

※プラスサイドアプリ 
上記の「プラスサイドＭＴ４」のデータを 
そのまま活用してポイントの多い方にチェック 
を入れて下さい。（1ポイント差は引分け） 
・・・そうすると「通貨の相関」の下に最強通貨と 
最弱通貨が表示されます。 
 
ＵＳＤ /ＧＢＰ（ＧＢＰ/ＵＳＤ）の下降です。 
この通貨対戦の組み合わせこそがトレードの 
対象通貨ペアになるのです。 
1位と４位・1位と3位・2位と4位の３パターンの 
チャートの値動きを見て最も有利な通貨をトレード 
の対象に決定して下さい。 
単純にチェックするだけでベストトレードを選択 
することが可能です。 

※プラスサイドＭＴ４ 
通貨の相関をズバリ視覚化しました。 
為替通貨ペアとはいわゆる対戦カードです。 
「ＥＵＲＧＢＰ」は本来、真ん中にＶＳが入ります。 
つまりＥＵＲＶＳＧＢＰ（ユーロ対ポンド）になります。 
左のプラスサイドＭＴ４では一番下のＧＢＰUSD 
がＧＢＰがゼロポイントでＵＳＤがマックスの 
５ポイントです。 
つまりＵＳＤの「ワンサイドゲーム」と言えます。 
左側の通貨が勝てば上昇 
右側の通貨が勝てば下降のシナリオになります。 



※ひと目で分かる最強通貨の発見※ 

『プラスサイドＭＴ４＆アプリ』 
アプリ 

ＭＴ４ アプリ 

トレード優先通貨 

『プラスサイド』 は二種類で構成 『プラスサイドＭＴ４』 と 
『プラスサイドアプリ』 でワンセットとなっています。 
『プラスサイドＭＴ４』はバイナリー取引のように短時間には 
単独での利用も可能です。 
１分足の変化と５分足のトレンドを対比させると有効です。 
ＦＸは５分足と３０分の対比でアプリで勝てる勝負相手 
（通貨の相関）を探すことで有効的なトレードが可能です。  
視覚で捉えた通貨の相関はまさにトレーダーにとって 
待望のツールと言えます。 
 



ＭＴ４のインジケーター 

『プラスサイドＭＴ４＆アプリ』 

※ひと目で分かる最強通貨の発見※ 

現在ご利用のチャートに設定可能です。 

時間足は自由に選択可能です。 



プラスサイドとはワンサイドで勝つ事 

プラスサイドＭＴ４（インジケーター） 

プラスサイドアプリ（アプリケーション） 

『プラスサイドＭＴ４』は現在ご利用のＭＴ4のチャートに 
設定が可能です。 
したがって慣れている現在のチャートをそのままご利用可能です。 
下記の画像は『プラスサイドＭＴ４』の標準チャートです。 
特徴は通貨の価格と5分判定用の残り時間をプラスサイドと 
併せて表示してあります。 

1分足のチャートに異なる時間足・・・たとえば５分足・1時間足 
などの「プラスサイド」の時間足を変更すことは可能です。 

 

『プラスサイドアプリ』はトレードの最強通貨と最弱通貨を 
組み合わせる合わせるアプリです。 
『プラスサイド』の表示通りにチェックを入れますと瞬時に下の 
「通貨の相関」に３本の通貨ペアが表示されます。 
それぞれ上昇・下降が表示されますのでチャートを確認して 
まさに条件が揃っておればトレードを開始します。 
好きなドル円嫌いなポンド円等と嗜好に合わせてトレードする 
のではなく、稼ぐことが目的のトレードですのでより安全でより 
確立の高い方法でお稼ぎ下さい。 
『プラスサイドＭＴ４』と組み合わせて活用して下さい。 
 
 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 
営業時間 平日AM11：00～PM4：00 
（土日祝祭日休） 
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ＭＴ４の時間足、全てに対応・ＦＸもバイナリーもＯＫです。 



その①   
一方的な試合をワンサイドゲームと言うように為替取引 おいても一方的な
相場で取引すれば稼ぐチャンスが大きく生まれる筈です。 
『プラスサイド』はワンサイドの相場で取引できるよう開発しました。 

その② 
『プラスサイド』ＭＴ４はＭＴ４のチャートに設定して利用します。 
即日、初心者でも為替相場のワンサイドゲームが実感出来ます。 
現在ご活用のチャートの右サイドに表示してお役立て下さい。 

その③ 
為替の原点である通貨の相関性を視覚化に成功しました。ユーロ円の上昇
はユーロが買われたからドル円の下降は円が買われた為なので個別通貨
の強弱を左右に分けて視覚化しました。 
これでワンサイド相場を発見する事が可能になりました。 

その④ 
初心者でも直感的にワンサイド相場が発見出来るのが魅力です。 
複数のインジケーターに振り回されるトレードや確たる自信もなく取引する 
よりも、単純明快にしてシンプルな『プラスサイド』なら結果的に通貨の相関
理論に基づいていますので取引理由のエビデンス（裏づけ）となります。 

その⑤ 
為替相場は元は通貨の対戦で 『ＵＳＤ ＶＳ ＪＰＹ』と表記されます。 
真ん中の 「ＶＳ 」（バーサス）が為替の全てを言い表しています。 
『プラスサイド』は左サイドと右サイドの通貨を対戦させポイントが 
多い通貨が勝利で少ない通貨が敗戦としました。したがって 
左サイドが勝てば通貨は上昇し右サイドが勝てば下降します。 
通貨の相関の理にかなっております。 
 
その⑥ 
為替相場は「継続 」と「変化 」の連続です。 
短い時間足から変化が生じ長い時間足で継続になります。 
ならば長い時間足で方向性を短い時間足で変化を捉えるのが最善です。 
ＭＴ４の複数の時間足とマッチングさせることは可能です。 
メインチャートが１分足なら５分足、 ５分足なら３０分足あるいは 
１時間足と組み合わせれば、より安定した取引が可能です。 
 

『プラスサイド』の開発意図 『ワンサイドゲーム』が目的 
      「通貨の相関」の視覚化 トレードの確率向上 



現在ご利用のチャートに設定可能 

プロも愛用のペリカン 

話題のタイムロック 

大人気のバーサス 

現在ご利用のＭＴ４のチャートに設定してご活用下さい。 

例 

例 

例 



通貨の相関は２パターンで表現出来ます。 
 

具体的に EURvsJPY でご説明いたします。 
 

円が売られてユーロが買われれば 
           左サイドのユーロの勝ちで上昇 

円が買われてユーロが売られれば 
右サイドの円の勝ちで下降します。 

  
この理論を視覚化したのが 『 プラスサイド 』 です。 

 

 
 
 

右サイド 
下降 左サイド 

上昇 

※商品内容（プラスサイドＭＴ４＆アプリ） 
※テンプレート１１本  取扱説明書付（ＰＤＦ全２８ページ) 
※ インジケーター６本 
※アプリソフト１本 説明書（readme１ページ） 
※USD/JPY  EUR/JPY  GBP/JPY  EUR/USD   EUR/USD   GBP/USD   
※価格（プラスサイドＭＴ４＆アプリ・セット） ３万２千円 
 

お申し込みはこちらから 

【サポートに関して】 
※ご購入日より１年間回数制限なし無料にてメールサポートさせて頂きます。 

特商法に関する記述  

http://planetin.net/plusside_set_offer2purchase/


いずれもＭＴ４の「素のチャートから瞬時に表示可能です。」 

例）「Plus USDJPY」 

例）「Plus_side_onlyM1」 

簡・単・設・定 



【ご購入方法とご利用方法】 
インターネットで「メタトレードＭＴ４」のソフトをダウンロードしてご利用下さい。 
テンプレートをMT4 に設定すれば即・取引可能です。 
設定方法は説明書に記載してございます。 
簡単に設定は可能ですが、ご不明な点は「サポート★プラネット」に お尋ね下さい。 
●送料不要 NET で配信いたしますのでダウンロードして下さい。。 
※インジケーター６本 
※テンプレート１１本  取扱説明書付（ＰＤＦ全２８ページ) 
※アプリソフト１本 説明書（readme１ページ） 
※対象通貨ペア【 USD/JPY  EUR/JPY  GBP/JPY  EUR/USD   EUR/USD   GBP/USD  】 
※価格（プラスサイドＭＴ４＆アプリセット） ３万２千円 
【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。 
推奨業者・ＭＴ４（ＦＸＤＤ社） 
http://fx-metatrader.com/ 
OS： Windows7,8 Vista  
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） 
【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 
ことがありますので、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は取引業者の売買手数料がかかります。 
【サポートに関して】 
ご購入日より１年間 
回数制限なしにて無料でメールサポートさせて頂きます。 
サポート時間（平日１１時～１６時） 
土日祝祭日は定休日につき翌・平日のご回答になります。 
 
 
 

最後までお読み頂き有難うございました。 
※★サポートの都合上,ご氏名、お電話、ご住所などご連絡 先をお知らせ下さい。 
個人情報の管理は厳重に行っております。 

----------------- Planet Home ----------------------------- 
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 

営業時間 平日AM11：00～PM4：00 

（土日祝祭日休） 
----------------------------------------------------------------- 
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