
エントリーして勝てるゾーン・負けるゾーン 

為替取引で成功するにはまず失敗しないことです。 
失敗するであろうゾーンは絶対避けるべきです。 

エントリーポイントはどこ？と探す前にエントリーしてはならないゾーンを 
探すことです。 

失敗するゾーンを排除する事は成功への最短の近道です。  
はやる気持ちを抑えて、まずは回避するゾーンに目を向けて下さい。 

 
 

エントリー ＯK・ＮＯ  
 
  

ＥＮＴＲＹ 

ＯＫ・ＮＯ 

ここはエントリーＮＯです。 

ここはエントリーＯＫです。 



エントリーＯＫ・ＮＯ 
 
 

チャート名がベタですみません。（笑） 
『ＯＫ・ＮＯ』これしか有りません。 
誰もがエントリーの寸前に発する言葉。 
『これでＯＫ！これはＮＯ！』 
そのままのチャートです。 
 
 
ここは賢明にエントリー 
ここは賢明に回避 
ここが優位なエントリーポイント！ 
まさに『決め打ち』です。 
 
 
強い気持ちが無ければ 
確信のトレードとは言えませんね。 
トレードしてはならないゾーン 
トレードしなければならないゾーンが 
明確になっておれば・・・・ 
あなた自身が自動売買のマシーン 
そのものです。 
 
お金を儲けるには頭脳であり 
お金を使うには知性と言われます。 
それでは 
してはならない・しなければならない 
頭脳を働かせてみませんか。 
 
 
 

 

エントリー ＯK・ＮＯ  
 
  



頭脳よりも視覚 
 
何でもない右のチャートが 
「ＯＫ・ＮＯ」の原形です。 
 
Ａのイエローの 
ドットはエントリーしてはなら 
ないゾーンです。 
 
Ｂのピンクと赤の間のゾーン 
はエントリーしなければなら 
ないゾーンです。 そして 
Ｃのゾーンは他の通貨の 
値動き（トレンド）発生状況 
です。 
 
ＡとＢは視覚、Ｃは少し頭脳を 
使って想像するだけです。 
 
Ｃは通貨の相関でひとつの 
通貨ペアが動けば他の通貨 
も動く、動きが強ければ 
カラ―が付いてＯＫです。 
 
これで儲けたら・・・・ 
あなたにはお金を使う知性 
だけが求められますね。 
資金運用は投資の目的です。 
お金は増やすものです。 
 
    
 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

●●●●● 



エントリーポイント 
 
ここは絶対にエントリー 
ここは絶対に回避 
ここが絶対 
エントリーポイント！・・・と 
 
『決め打ち』はどうするの？ 
どなたも一番興味が 
有りますね。 
 
その前にエントリーの回避 
は絶対に負けは有りません。 
 
 
 
負けたら終わりで徹底して 
回避するのですが 
回避の背中合わせに 
チャンスが待ち構えています。 
つまり転換ゾーンが 
回避ゾーンで転換終了が 
エントリーポイントになります。 
 
エントリーポイントは 
右の画像の矢印です。 
実際のチャートには矢印は 
ついていません。 
 
 
 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

●●●●● 



楽勝パターン 
 
心臓をバクバクさせて 
トレードしなくとも 
楽勝のパターンが有ります。 
 
自動的に勝たなければ 
ならないゾーンです。 
ピンクとレッドのゾーンの 
中にすっぽりと収まって 
います。 
 
上と下の画像似ていると 
思いませんか？ 
これが楽勝パターンの 
自動的に勝たなければ 
ならないゾーンです。 
 
トレードの対象を４通貨ペア 
にすればどの時間帯にも 
現れるご馳走タイムです。 
初心者の方はこれでＯＫ 
では無いでしょうか。 
 
ムリをしない。 
ムダをしない。・・・・・・ 
トレードを心掛けて下さい。 
 
 
 
 

Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

上と下の画像似ていますね。 
これがエントリーゾーンです。 



焦らない。 
 
短時間に『エントリーＯＫ！』 
は何度も訪れます。 
焦らないで下さい。 
 
ＦＸではよくユーロ円専門 
とかドル円オンリーの 
トレードを行うとか聞きます。 
理由は相場や値動きの 
癖を覚えるとか・・・・ 
ジーッと待ち続けます。 
 
根拠のない非科学的な手法 
に思えます。 
隣のユーロ円が活況を呈し 
ているのにドル円の専門家 
さんはジーッと待ち続けます。 
 
稼ぐことが目的のトレードで 
あるなら、少しでもリスクを 
回避して確実に勝てる 
ゾーンでエントリーすべき 
ですね。 
他の通貨は今どのような 
状況かすぐに分かります。 
チャンスは逃さずに一番 
安全なエントリーゾーンを 
いつも探すべきです。 
 
 

Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

ピンクがドル円・イエローがポンド円・ブルーが 
ユーロ円・グリーンがユーロドルです。 
ひと目で各通貨ペアの値動きによるトレンド 
が分かります。 

ドル円 

ポンド円 ユーロドル 

ユーロ円 

ユ
ー
ロ
円
が
一
番
条
件
が
良
い
で
す
ね
。 

全体的値動きがフラットです。ドル円とポン円が 
バーチャートでは良さそうですが、トレード回避の 
       ドットが出ています。ならばユーロドル 
は・・・駄目ですねユーロ円がエントリーＯＫです。 
しかしムリは禁物で見送りましょう。（笑） 
チャンスは何度も来ますから・・・。 
 

●●●●● 



Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

実物チャート(縮小） 

チャートは超シンプル、綺麗にエントリーゾーン入れば速やかにエントリー 
ＯＫするだけ。イエローのドットが出ればエントリーＮＯで回避するだけ 

ノンプレッシャーです。 
ドルとユーロと円とポンドの相互組み合わせは６種類だけですね。 

左側に出しておけばいつでもチャートの転換が出来ます。 
『エントリーＯＫ』は絶対に逃しません。 

 

稼ぐ人はいつ
もココを見て
チャートを切
り替えます。 

約２秒から３
秒で切り替え 
可能です。 

１本のチャートを縦横無尽に使いこなす。ＭＴ４の良さを最大限に 
活用するのは個人のスキルの一部です。 
通関相関はドル円が上昇すればユーロドルは下降する。 
理由はドルの影響によるものだからです。したがって通貨ペア 
の並べ方を持ってすでに臨戦態勢がとられています。 
最も通貨の相関性の影響を受けやすい通貨ぺアを順に配置 
しています。常にスクランブル態勢で緊急発動可能です。 

ＯＫ・ＮＯ 

トレード中、大きな声で叫んで下さい。 
エントリー ＯＫ・ＮＯ 



     最後に頭脳を使う 
 

簡単に勝てるからと言って何度も何度もエントリーを行う人は墓穴を掘ります。 
投資の世界で生き残れる人は「頭の良い人」つまり勝ちヤメのできる人です。 

なぜなら勝ってやめることが稼ぐ投資の最大の目的だからです。 
慢心・思い上がり・自信過剰は自滅があるのみです。 

 
３連勝もしくは短時間の３勝差でスパッとやめるべきです。 

なぜなら勝利が確定出来るからです。 
還元率が７５％ならば毎回２５％は勝っても失う計算です。 

やればやるほどマイナスが生じ負けが増えれば再起不能に陥ります。 
勝ちヤメこそが為替で稼ぐ唯一の方法で有ることを肝に命じて下さい。 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

頭脳的な勝ち逃げ 



ＯＫ・ＮＯチャート 
   解 説 

時間と価格と 
  トレンド 

通貨の相関と 
  トレンド 

ローソク足と 
トレンドと通貨の相関 

エントリーゾーン 

ＯＫ・ＮＯチャート 

一人でも多くの人に個人専用のパーソナルチャート 
のご提供を目指しています。 
１５周年記念のチャート『ＯＫ・ＮＯ』はどなたもご活用 
頂けるようエントリーの際にＯＫ？ＮOが確認できます。 

 
 

時間は正確に時を刻み価格はマーケットで動きます。 
さらにトレンド（方向性）が形成される過程で投資家の 
思惑がチャート上で見え隠れしますが憶測です。 
アマのトレーダーは傍観者の視点でトレンドの兆候や 
形成・終息を見極めるべきですね。ブルーがトレンドです。 

日本で開発されたローソク足の中で一番重要なのは 

始値と終値です。陰線の終値は陽線の始値です。最
も近未来に近い時間です。１本のローソクの形成を
待ってエントリーする事は大変重要な事です。 

 

通貨の相関は為替取引の基本です。為替の本質 
はレートを決める事で有ればそこにあるのは通貨の 
相関性有るのみです。ひとつの通貨ペアの売買が 
強ければ他に関わる通貨に大きく影響します。 
バーチャートは端的に通貨のトレンドを現わしてます。 

エントリーゾーンに入るのを確かめてからエントリー 
すればＯＫです。慌てず騒がず慎重にエントリーして 
下さい。初心者の方中級・上級の方でも大いにご活用 
下さい。時間足を変更すればＦＸにも利用可能です。 
１５周年記念チャート『ＯＫ・ＮＯ』可愛がって下さい。 

エントリーＯＫ・ＮＯの最も重要なゾーンです。 
ＡとＢの部分が袋状になっています。ここにローソク 
足が綺麗に並んで形成されるであろうことが察知 
出来ればエントリーＯＫです。Ａは半分グリーンの 
ラインなっていますので見送りで正解はＢでエントリー 
です。魚の網を連想して下さい。待ち構えて獲る作戦です。 

B 

A 

B 

A 



エントリーＯＫ 画像集 



ＮＯ ＯＫ 

ＮＯ 

  １５周年記念キャンペーン 
   特別販売価格 ８８００円 

説明書ＰＤＦ２３ページ インジケーター９本 テンプレート４本 

お問い合わせ 
support@tenplanet.com 
 

ＯＫ 

ＮＯ 

mailto:support@tenplanet.com


※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） OS： Windows7 8.1 10   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） 
 
※ご注意下さい。 
  『エントリーＯＫ・ＮＯ］』はプラネットホームの開発商品で著作権が有ります。 
  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。 

 




