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 ※ご提案として 

パーソナルチャート  

当方は個人専用の「パーソナルチャート」をご提案しております。 

パーソナルチャートとは生活習慣や時間・経験・能力・年齢などが 

異なればその方に応じたチャートが必要と考えているからです。 

プロと同じチャートを見ても実際にどこがエントリーポイントで、 

どこでエグジットすれば稼げるのか確たる自信は持てません。 

 

ところが、初心者の方でも、あるいは経験はあってもなかなか 

勝てない方にとって簡単にエントリーポイントを見分けるチャート 

があればプロと同等の成果を上げる事は可能です。 

チャートの選択のご判断は個々に委ねますが、初心者から上級者・ 

プロに至るまで、ご利用頂ける個別のチャートを、ご提供するのが 

当方の本意です。 

   

 



ゴルフの初心者がいきなりプロ仕様のクラブが使えないように 

それぞれ中級者・上級者になればクラブを替えていきます。 

当方も同様の考えでチャートをバージョンアップするのではなく 

ステップアップされた方の次なるチャートをご提供する考えです。 

あくまでも、目的は稼ぐこと只１点にある訳です。 

是非、ご自分に合ったチャートで稼ぐことに集中されて下さい。 

「ドット●ウィン」はズバリ初心者から中級者用に開発しました。 

今までよりも絶対的に稼ぐことを望んでおられる方を対象にした 

「チャート」です。 

その為にインジケーターの制作から取り組みました。 

いかにしたら、ひと目でエントリーポイントが分かるか。 

トレンドの状態が一目で確認できるか。 

エグジットはどこで行えば優位か 

そのすべてを「ドット●」で表しています。 

ローソクも簡潔に「ヒゲ」も一体化し単純な１本のラインの上下で 

判断出来るようになっています。 

「ヒゲの無いローソクなんて」のお言葉が聞こえます。 

ヒゲはいつでも付ける事は可能ですが、ローソクのヒゲで勝てる 

根拠はございません。 

   

稼ぐ事が全ての目的にとって最も大切なのは理屈ではなく簡潔に 

チャンスを見抜く事だと存じます。 

そのような意味からすると「ドット●ウィン」は画期的なチャートです。 

初心者がプロをしのぐ成果を上げる事が出来たら痛快ですね。 

ゴルフの世界では「初心者は逆立ちしてもプロには絶対に勝てません」 



 

※勝つと言うことは        
 

ＦＸの世界で一番大切なのは実はエントリーではなくエグジットです。 

バイナリーはその逆に一番大切なのはエントリーです。 

あらかじめエグジットが定められたバイナリーはエントリーが勝負を 

分けてしまいます。 

ＦＸの場合はエントリーが仮にミスっても高値、安値の方向性が合って 

おれば、問題はエグジットが勝負になります。 

どなた様も分かる論理です。ならば・・。なぜ負けるのか。問題ですね。 

 

答えは下記の３点に自信が無いのが最大の理由です。 

① 確たるエントリーポイント  

② 確たるエグジットポイント 

③ 確たるトレンドフォロー 

 

もっと簡単に申し上げます。 

勝つということは少額を 

意味しません。 

月間１００万円稼ぐ目標を立てれば月間２０日間のトレードで１日 

５万円を稼ぐ必要があります。 

決して不可能な数字ではありませんが「２～３千円」の少額を勝ちとした 

ら月間１００万円どころか１０万円も無理ですね。 

理由は「利小損大」になるトレードの可能性が高いからです。 



 

結論を申し上げます。 

ＦＸで一番大切なことはエグジットにおける「利益確定」です。 

この利益確定が大きくとれる人と小さくしかとれない人の差が稼ぎの差 

になるのです。 

ならば・・どうすれば良いのでしょうか・・・・。 

 

再度申し上げます。 

① 確たるエントリーポイント  

② 確たるエグジットポイント 

③ 確たるトレンドフォロー 

この３点を知ることこそが最大の解決策です。 

 

「ドット●ウィン」はこの３点を知る為の「チャート」です。 

他の、どこのどのチャートも目的は上記３点を知る為のものですが、 

残念ながら曖昧です。  

トレーダーの都合の良い解釈が出来るチャートになっています。 

だから負けるのです。 

負けるトレーダーはいつも逆を買えば稼げる。（リバーストレード） 

と言われる所以です。 

「ドット●ウィン」はトレーダーの都合の良い解釈は一切入りません。 

① 確たるエントリーポイント  

② 確たるエグジットポイント 

③ 確たるトレンドフォロー 

この３点は「ドット●ウィン」が示してくれるものです。 

したがってトレーダーはドットの通りエントリーとエグジットを実践 

すれば良いのです。 

「それではつまらない・・・。」お言葉ですが・・・。 

「稼げて何がつまらないですか」 

「稼ぐ事が目的で月間１００万円」稼げたら達成感に浸り次は 

２００万円を目標にすべきではありませんか。 

「ＦＸやバイナリーは遊びではございません。」 

「立派な収益目標の投資です。」「パチンコや競馬とは違うのです。」 

 



 

 

「ドット●ウィンの凄さ」（利用法） 

ドットが出たら、まず慌てないで下さい。 

トレンドの兆しです。トレンドは形成されるもので最初から始まる 

まるトレンドは有りません。だから慌てる必要はございません。 

ドットが出たら、近くのラインとローソクを見て下さい。 

ドットとローソクとラインの３点セット、この位置関係をひと目見れば 

今後の方向性が分かります。 

ひとつひとつのドットがラインの近くで整列し始めて、ローソクが完全に 

ラインアウトしたならば、ようやくエントリーです。 

ポイントとして出来ればその日の為替の方向の動きと直近の高値、安値 

の順番が同一の方がより、トレンドが長く続き稼げる確率が高くなります。 

直近の高値・安値とは、どちらか直近に付けた値がそれ以上更新せず 

反転して向かう方向が当日のトレンド方向であれば良いということです。 

見分け方としてはチャートをズームアウトすれば一発で分かりますね。 

 

 

 

 



 

さて、これでエントリーを行いました。 

ココで大切なのはすぐに損切りを入れておくことです。 

一番適した方法は「トレール」です。損切りを切り上げながら利益を確保 

していくトレード方法です。 

ドットはラインに対して整然と並びローソクは角度良く絵を描きます。 

ご存知のようにトレンドのチャートは「美しい」と思いませんか。 

世界中の人がそれぞれにトレード行っているのに、まるで絵に描いたように 

美しいチャートになります。「不思議ですが見事です。」 

 

エグジットの兆候 

ドットがそのまま、並んでいましたがローソクが反転しました。 

ここでも慌てません。 次のドットとローソクに注目しましょう。 

反転が反転して元に戻りドットもそのままでしたら続行です。 

ココが一番トレードの確たる部分です。 

つまりローソク１本反転してもビビらない事です。 

すでに利益は確定しています。自信を持ってトレードするとはこの部分です。 

トレールで、すでに負けは有りません。 

最後の最後まで行くのです。ドットを信じるのです。 

反転から継続してトレンドが進みます。ここからが利益になります。 

高値・安値の更新になったら大チャンスです。応援歌を歌いましょう。 

「君が代」です。次に「星条旗よ永遠になれ」です。（笑い）） 

そして、ようやく、トレンドの終末を迎えます。 

ドットが消えました。ローソクが反転しました。ライン上からローソクが 

反対方向に超えようとしています。 

ココでもう一度待って下さい。本当にラインをローソクが越えるだろうか 

エグジットの切り方の最後の勝負です。 

想像通りまたドットが付きました。トレンドは終わっていないのです。 

ココからまた息を吹き返しました。さらに更新し始めました。 

これが本物のトレンドが形成されていくプロセスなのです。俗に言う、 

押し目・戻し目です。 

ココもドットにお任せです。更にトレンドは続きます。 

キリがありませんのでココで終了です。 

ドット稼ぐのでチャートの名前は「ドット・ウィン」です。 

少しベタですね。 



 

 

 

support★planet  

support@tenplanet.com  

（ サポート用メールアドレス） 

 

   

プラネットホーム プラネット事業部   

〒225-0024  神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 1154   

tup303@yahoo.co.jp     

※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）   

サポートによるご回答は平日１１時から１６時迄は当日のご回答。   

平日１６時以降はリアルトレード時間の為、翌日ご回答になります。  

土日祝祭日は定休日につき同様に翌・平日のご回答になります。   
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★プラネット通信 ★ 

 

 

『ＦＸやバイナリーオプションで月間１００万円・稼ぐ秘訣を聞かれます。』 

 

 

※稼ぐ秘訣は意外なところに。 

 

こんにちは、『サポート★プラネット』の杉田です。 

 

無料相談室『サポート★プラネット』を開設して１０年、 

年間１０００件を超すご質問が寄せられます。 

その内、８０％が「稼ぐ秘訣」についてです。 

 

いかに稼ぐ事に最大の関心があるかが伺えます。 

目的は稼ぐ事ですので「稼ぐ意識」を持つことは大切です。 

その為に、商材をお求めになりトレードに余念ないのです。 

                   

※お金の成る木を求めて。 

 

ご存知のように、世の中に「１００％お金の成る木」は存在しませんが 

「お金に近づく」商材は存在します。 

但し、稼ぐ目的を果たすには、商材を制作する側とご利用する側の「疎通」 

が条件になります。つまり、商材を手中にすれば「お金が稼げる」のではなく

制作の意図を理解しご自分のトレードに取り込む事が大切です。 

 

ＦＸやバイナリーオプションで稼ぐには考え方を変えるのも一計です。 

稼げない困難の原因の一つはご自身の考え方にあるとお気づき下さい。 

 

 



※その理由を考察してみたいと思います。 

 

どなた様も為替商品の取引を開始するにあたり証券会社を選択いたします。 

口座を開きボーナスを貰いチャートを提供され、ニュースから情報・評論 

まで取得できる。「至れり尽くせり」の待遇です。 

それはあたかもパートナーでありサポーターであり「味方」のようです。 

しかし業者は本当に「味方」でしょうか。 

※身近に存在する大きな落とし穴 

 

通常、為替取引はインターバンクで行われますが一般顧客の少額取引は業者と

のデリバリーになります。 

これは競馬に例えるなら JRA日本中央競馬会で馬券を購入せず胴元（業者）と

取引をし、配当を受ける「ノミ行為」と同じです。 

 

お気付きでしょうか。 

信頼する証券会社の利益は皆さまの「負け」によってもたらされるものです。 

利益を追求する業者の戦略は皆さまの「負け」を最大に引出すことにあります。 

したがって口座開設に「至れり尽くせり」の待遇を持ちかけるのです。 

それに対抗し得る皆さまの戦略はありますでしょうか。 

 

証券業界の昨年度の決算において世界一の利益を出したのは日本の業者です。

裏を返せば世界一「負け」を負って協力をしたのは日本のユーザーになります。 

このように為替商品の相手先はマーケットではなく実は証券会社になります。 

要するに証券会社は最大の「敵」に相当するのです。 

 

敵が味方になりすまして近づき口座を作らせてお金を巻き上げる。 

これが為替業界の図式であり現実の世界と知るべきです。 

その中で稼ぐのは容易でないことがお分かりかと存じます。 

少し希望を失うようなお話で申し訳ございません。 



※オリンピックの賞金はどこから。 

 

記憶も新たなロンドンオリンピックのメダリストに賞金を出したのは国内の企

業一社のみでした。それもＦＸ・バイナリーで有名な証券会社です。 

あのお金の一部は皆さまのお金です。立派な社会貢献を行った事になります。 

なぜ、震災復興の寄付にあてずに五輪メダリストの賞金なのでしょうか・・・。 

宣伝による売名行為と思いたくがございませんがこの度バイナリーの自主規制 

とどこか繋がっているように思えてなりません。 

それは業者の利益誘導の取引システムの乗せられて８５％の方が負けた事実が 

あります。問題はここに内在します。 

決して業者を敵対視せよと申し上げているのではありません。 

業者には戦略があるように皆さまにも戦略が必要と申し上げたいのです。 

少なくとも業者のトラップ（罠）にはまらないことが「稼ぐ秘訣」の 

一つであることは間違いありません。 

※具体的に稼ぐ方法                 

「エントリーポイントを教えて下さい。」 

 

『サポート★プラネット』に最近、特に多いご質問の一つです。 

「○○の業者の判定時間１０分に合わせるにはどうすれば良いですか」 

「○○の業者の判定時間５分に合わせるにはどうすれば良いですか」 

 

皆さまはどう思われますか。 

 

前章で申し上げた業者の戦略・トラップとは実はこの部分です。 

為替の世界では売りと買いの攻防が絶えず繰り広げられ猫の目が変わるほど 

短時間に上下動します。その目まぐるしく変わる価格を当てるのが 

バイナリーでありＦＸです。 



短時間の売りと買いの攻防の後、徐々にトレンドが形成されて高値・安値 

が更新されるのです。つまりマーケットの力でトレンドが膨らんでいくのです。

時間足が長いほどトレンドや方向性が見えるのはその事を指します。 

 

ひるがえって短時間のバイナリーやＦＸは、目まぐるしく変わる 

「価格当て競争」をユーザーにさせるのが業者の戦略であり狙いです。 

簡単そうに見えて一番難解なクイズをシステムにして商品化したものとお考え 

下さい。本来は最も難解な投資の一つと言えます。 

 

「○○の業者の判定時間１０分に合わせるにはどうすれば良いですか」 

たった、一行のご質問の中に負ける要素が沢山含まれております。 

 

 

 

●問題点 

① 業者を既に前提にしている。 

② 業者の判定時間に合わせる。 

③ 判定時間１０分 

④ 主体性と従属性 

⑤ 戦略性と優位性 

●解決策 その① 

どのようなトレード方法なら自分は優位に勝てると考えた事は有りますか。 

与えられた条件の中で主体性が無く従属的にトレードさせられてはいませんか。 

業者の判定時間に合わせる行為に疑念や窮屈感を感じていませんか。 

これらはすべて既成の枠の中でしか、物を考えられない人の現象です。 

これでは業者のトラップ（罠）にまんまとはまる役柄になります。 

●解決策 その② 

全ての投資行動は自分が主体で自分に対して優位性を働かせる。 



自分にとって不利な条件は一切飲まない。相手に合わせることは一切 

しない。敵である業者のシステムにいつも懐疑的である。自分として 

しっかりと戦略性（ルール化）を図る。 

 

●解決策 その③ 

既存の業者（口座開設）は自分にとって取引条件が有利か不利か 

判定時間を最初から１０分と設定されたら不利と言えます。 

自分で決められたら優位です。 

業者のセールストークはすべて逆に読みます。（敵だからです。） 

例「レンジ相場でもＨＩＧＨ／ＬＯＷが出来ます」 

例「損失額が事前に決められていますので資金計画」が立てられます。 

レンジ相場でトレードを勧められて乗るのは自殺行為です。 

それでさえ短時間に売りと買いの攻防が絶えず繰り広げられている中で 

レンジ相場でもトレードを勧めるとは…１日２３６回の開催数があるから 

１回の損失額が決まっておれば何度でもチャンスがあり挽回も可能で 

投資に最適とは・・・・。どう思われますか・・・。 

これでは完全に負けるパターンです。 

                      

●解決策その④ 

自分にとって有利な条件で取引出来る業者の見直し。 

短時間１分が有利と言うことでは決してありません。 

入口（エントリー）・出口（エグジット）も決められているトレードは 

従属的トレードで大変不利な条件といえます。 

自分で判定時間が設定出来れば有利です。 

自分のトレードルールが一番優位に機能する業者との取引を行うべきです。 

自分が有利になるトレードを思い浮かべてイメージして下さい。 



自分が主体となるトレードとは自分のチャートにおいて勝ちパターン 

をしっかり構築出来ている事です。 

つまり自分のチャート上でこのパターンになったらトレードを 

行うと言う確立したトレード手法を持ち合わせる事に他ありません。 

エントリー時における価格を採用せず判定時間開始の価格を採用するのは 

大変不利を強いられます。このような取引は避けるべきでしょう。 

 

●解決策その⑤ 

稼ぐ事に専念するならば、最高の条件の時だけトレードです。 

資金を失わないことが第一 

最高の条件で勝ち逃げする事が第二です。 

第三は過去のパターンで最高の条件をデーターとして残すべきです。 

一番良い方法は、過去の画像を切り取って自分専用のファイルを作成することです。 

タイトルを「大金持ちはすぐそこ」です。毎日のトレードの中で画像を抜き取ります。 

そしてトレードの開始時に「大金持ちはすぐそこ」のファイルを確認するのです。 

頭の中にそのイメージをしっかり植え付けます。 

植毛ではなく植脳ですね。なまじ、セミプロよろしく、変にココでこうなったら 

こうなるなど・・・自分勝手な論理で悦に入ったらだめです。 

所詮、素人なんですから。お金儲けは趣味にするほど簡単ではありません。 

ご自分の裁量は絶対に入れ無いで下さい。 

アマチュアの判断で勝てるほど甘くは有りません。 

こうなれば良いなアの希望的観測も勿論だめですね。 

                         

●解決策その⑥ 

自分が主体となるトレードにおける勝ちパターンを構築すると言うこと 

は自分のチャート上でこのパターンになったらトレードを行うと言う 

確立したトレード手法を持ち合わせる事です。 

一例としてシンプルで簡単に勝てるチャートで、ご説明いたします。 

愚直に只一心に愚直に最高の条件だけでトレードを行う。 

勝つ秘訣はこれだけです。そして投資金額は最高限度額にして下さい。 



５万円ならきっちり５万円です。理由はしっかり慎重になるからです。 

少額ゆえにトレードに甘さが出ます。今回負けても次回勝てば良いという考えは 

必ず負けます。理由は安易だからです。 

シンプルで簡単に勝てるチャート「整列ルール」の画像です 

 

       

詳細はこちらです。http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf 

http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf


 

上の画像の○は黄色のドットがライン上に整列し、それに対して下のバツ印は

整列しておりません。このパターンだけのトレードで９０％の勝率です。。 

 

ドットとラインとローソクの位置関係が全てです。 

詳細はこちらです。http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf 

http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf


 

最後までお読み頂き有難うございました。 

 

ＦＸやバイナリーオプションで月間１００万円・稼ぐ秘訣 

ご参考になりましたでしょうか。 

① 勝てる相手（業者）を選ぶ事。 

② １日５万円を稼ぐ資金計画及び戦略を構築する事。 

③ 従属性にならず主体性のある取引を行うこと。 

④ イニシアチブを握ること。 

⑤ 敵を味方と思わないこと。 

⑥ 最高額で勝負して２勝０敗で勝ち逃げる事。 

⑦ 業者の宣伝文句の逆を意識する事。 

⑧ パーソナルチャートを持つ事。 

⑨ 素人判断、裁量は入れない事。 

⑩ チャートのルール通りに行う事 

⑪ ストレスなく良い精神状態を保つこと。 

⑫ 「大金持ちはすぐそこ」のファイルを作成し見ること。 

⑬ チャートに業者の判定時間を合わせること。 

⑭ 業者の判定時間にチャートを合わせないこと。 

⑮ ご自分の考え方を変える。 

参考チャート 『ドット●ウィン』 

詳細はこちらです。http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf 

レジメ 

※稼ぐ秘訣は意外なところに。 

※お金の成る木を求めて。 

※その理由を考察してみたいと思います。 

※身近に存在する大きな落とし穴 

※オリンピックの賞金はどこから。 

※具体的に稼ぐ方法  

●問題点 

●解決策 その① 

●解決策 その② 

●解決策 その③ 

●解決策 その④ 

●解決策 その⑤ 

●解決策その⑥ 

http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf


プラネット通信 

 

「ドットウィン」と考察に関して：  

 

東大の合格発表のニュースが流れてきます。 

「塾」にも通わず現役で合格する生徒は少なくないそうです。 

その生徒達の共通の勉強法は設問に対する考察でＡ４の大学ノートに 

びっしりと書き込まれています。 

解答を求めてその努力たるや「やはり違うなー」の印象です。 

                            

同様に為替における「チャート」は試験問題に対する解答集です。 

人は解答が解かると、それ以上の努力をいたしません。 

なぜその解答に至るかのプロセスの考察を行う努力を行わないのです。 

結果だけを追い求め、シグナル通りに売買すれば稼げる夢を見るのです。 

 

             

 

為替ほどプロセスの大切なものはございません。 

人の動意で価格が動く為替の世界ではそのすべてに理由があります。 

そのプロセスがチャートに反映されるのです。 



為替の答えを知りたければプロセスを考察すれば良いのです。 

その為にチャートが存在します。 

エントリーはどこ。 

エグジットはどこ。 

 

ＦＸやバイナリーの成果が「イマイチ」の方の興味はその一点です。 

しかし、目を三角にして探してもその人にはおそらく見つかりません。 

したがって「シグナル付きのチャート」に頼るのです。 

 

為替とはトレーダーに対していつも解答を求めている試験問題集です。 

その解答のすべてはプロセスによって導かれるものであります。 

 

ドットウィンの開発目的はそのプロセスから解答を探し出すものであります。 

単にエントリー・エグジットポイントを明示するだけではないことをご理解下

さい。 

 

とかく初心者の目はエントリー・エグジットポイントに注がれます。 

本当にココでエントリーで良いのかの答えはプロセスの考察で出して下さい。 

 

ドットウィンのひとつひとつのドットには理由があります。 

 

トレンドはいきなり発生するものではなく形成されるものです。 

その形成されていく様をドットウィンが知らせてくれます。 

その一例が角度でありラインとの整合性であり「整列の原則」でありはたまた 

高値安値の更新でもある訳です。 

      



シンプルであるがゆえ、簡易的なチャートに見受けられますが秘めたる潜在能

力は使用される方によって遺憾なくそのパワーが発揮されるチャートです。 

どうぞ、あなたの成功への案内人として「ドットウィン」をご利用下さい。 

 

なぜ塾に通わず自身の力を持って現役で東大に合格するのか、その理由の 

一つは解答に導く「考察力」だと思います。 

 

トレーダーである私たちにも必要なのは、この「考察力」だと思います。 

理屈ではなく結果だと言う意見もあります。 

その通りです。結果が全てです。 

最善の結果を「稼ぐ」事につなげる為にプロセスによる「考察力」が大切です。 

短絡的にチャートは「後付け」と理解するのではなく本来は「先付け」を見据

えた資料であるのです。 

考え方を変えれば視界が広がる事は世の中にたくさんございます。 

ポジティブとネガティブの考えでは１８０°も変わります。 

「稼ぐ」事を目的とした場合、何が重要で何を行えば良いか、どんな考え方が 

稼ぐ事に必要なのかを充分にお考え下さい。 

その具体策として「ドットウィン」をご愛用下さい。 

最後までお読み頂き有難うございました。 

 

※ドットウィンの詳細は下記のＵＲＬでご確認下さい。 

http://tenplanet.com/img/bydot_win.pdf 

 

 

Suppor ★ planet 

support@tenplanet.com  

プラネットチャート事業部  

ＰＬＡＮＥＴ ＨＯＭＥ 

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 1154 

http://tenplanet.com/img/bydot_win.pdf
mailto:support@tenplanet.com


■完全バイナリー必勝法■ 

稼ぐ５分バイナリー 

目指すは安全・安心・快適トレード 

時間を読む！トレンドゾーンの勝利！ 
★トレード USD/JPY 

M1（５分間隔） 

   

勝利の方程式 

●トレードセブン７ 

１、 時間を読む 

２、 トレンドを知る 

３、 タイムゾーン 

４、 ドットとローソク 

５、 高値安値の方向 

６、 単独通貨の動き 

７、 マーケットを観る 

 

●【重要】チャートに 

トレードの時間を合わせる。 

  通貨のストロングメーター 

●高値 の次は ●安値     



17:10 完全勝利！！  

「時間の売買」こそがバイナリーで稼ぐ秘訣です。 

バイナリーの本質は「価格」で無く「時間」です。 
勝てる理由は徹底した時間管理とトレンドの察知です。 

バイナリーで勝つコツは時間の管理です。 

バイナリーオプション専用チャート ５分  Ｄｏｔ●Bo  
※必勝５分判定用チャート   24option             トレンドゾーン  

16:50    16:58  17:00  17:03    17:10    

ダウンのサイン  dot点灯 ロンドン エントリ-    完全勝利 

★トレード USD/JPY 

  M1(５分判定) 

 

17:00 ロンドン市場 

OPEN 

 

ドットとローソクの対比 

 

ブルーはトレンドゾーン 

ローソクは１分足 

 

イエローはトレンド 

 

通貨「円」単独動向 

 

 

通貨「ドル」の動向 

高値・安値のドットと単独通貨の動きでトレンドを察知する。 

16:50    16:58  17:00  17:03    17:10    

自動のサイン  dot点灯 ロンドン エントリー 完全勝利 

  ●高値    自動のライン    ●安値       support★planet 



 

 タイムゾーンの考え方  

   
※価格を追いかけるのではなく「トレンド」のタイムゾーンでバイナリーオプ

ションを実行する発想は従前有りませんでした。高値の次は安値を繰り返す為

替の相場において時間を採り入れることはごく当然の帰結であります。 

業者の判定時間に無理を強いられて負けを甘受してはいませんでしたか。 

負けるべくして負ける原因が分かれば、勝つべくして勝てる対策が打てます。 

ＦＸは価格の勝負ですがバイナリーは時間の制約がある以上に「時間の売買」

に他ありません。自身のトレードを主体に考えた場合、トレンドのタイムゾー

ンの中で業者の時間を設定すればおのずと勝利が導かれます。 



最後に寄せて一言、申し上げさせて頂きます。 

「ドットウィン」を中心に為替、特にＦＸ及びバイナリーオプションの現状の一端をつらつ

らと、取りとめなく、ご紹介して参りました。  読みづらい点はご容赦下さい。 

投資はすべて自己責任で片付けられますが、その周辺環境の整備もまた必要ではない

かと考察いたします。 

弱肉強食の餌食になるのは、いつの時代も弱者です。 

自主規制なる、何ら解決にも対策にもならないご都合主義で抜本的な方策も示さず「腹

痛首相」が再登場して花火を打ち上げています。 

「宴のあとの儚さ」にならなければ良いのですが、前回の公約「美しい日本」はどこに行

ったのでしょうか。 

消えた年金は消えたままです。確か政権交代の引き金になった筈ですが。 

結局結論として私どもは「自分自身の身は自分で守るしか無いのだと痛感いたします。 

 

せめてＦＸやバイナリーで生計が立てれるくらい稼ぐ手立てを考えた方が良さそうです。 

稼ぐ事、ただ一点においたプラネットチャートの前提条件は「お金を失わない事」です。 

稼ぐ以上に大切なことは「お金を失わない事」と考えております。 

トレードのプランを考える際に、まず、「お金を失わない事」を起点にして下さい。 

下手な鉄砲は数打っても当たらない世界が為替の世界です。 

打つ時は一発必中で仕留める事、その為にプラネットチャートが有るのです。 

稼ぐには、それほどまでに研ぎ澄ました研究心・考察力・向上心が求められます。 

 

無防備で稼げる世界では有りません。 

富士登山をサンダル履きでは登山が出来ないように重装備の準備が必要です。 

富士山をなめて安易に考えた人が遭難するように為替もパチンコと同レベルに触ったら

必ず撤退を余議無くさせられます。 

 

稼ぐ事、勝利を望むなら、うんざりするほどの勝ちパターンのチャート画像をキャプチャ

ーで切り取り 『お金持ちファイル』 にプールして何度も何度も見直して下さい。 

徹底して勝ちパターンの画像をイメージに固定して下さい。 

特に大切なのは勝ちパターンの前後です。よーく 観察して下さい。 

全ての動向には理由があります。それを見抜く力と知恵を働かせて下さい。 

単にシグナルばかりを追い掛けていては脳の無い見張り役でしかありません。 

何が本物か本質を見抜くことが自身を磨くことになります。 

 

どうぞ今後ともプラネットチャートをどうぞご活用下さい。 

有難うございました。                              杉 田 



『ＭＴ４の達人になる』作成：support★planet『ＭＴ４の達人になる』より 

ＭＴ４はツールバーをご活用されて下さい。 

下記のように一列にツールバーをカスタマイズされるとトレードにおいて非常

に便利で素早く対応が可能です。 

「表示」＝＝「ツールバー」＝＝「カスタマイズ」でご自分の好きなようにマ

イツールバーを作成して下さい。 

 
①  ② ③ ④  ⑤   ⑥   ⑦ ⑧  ⑨ ⑩ ⑪    良く活用するライン 時間足  

上記はカスタマイズした見本のツールです。パソコンの画面上に複数のチャートを出す

ことはお勧めしません。理由は負荷がかかり 

過ぎて機能性を損なうからです。アクシデントを避けるためにも、画像サイズを大きく

する為にもツールバーをご利用下さい。 

※特に利用頻度が高いのは左のマークから 

① 新規チャートでサッと取り出して⑪テンプレートを選択して右の時間足で

完成します。 

① チャートグループにチャートを登録しておけばＦＸからバイナリーに即変

更可能です。 

② マーケットウォッチで通貨ペア選んで画面上にドラッグ＆ドロップすれば

即変更可能です。 

③ ナビゲーター 必要なインジケーターをチャート上にドラッグ＆ドロップ

します。便利です。 

④ 新規注文 トレードの発注に使用します。 

⑤ ローソク及びラインの変更（３種類） 

⑥ ズームイン・ズームアウト 全体の動向や高値安値の確認に欠かせない 

⑦ オートスクロール チャートシフト 特にオートスクロールは検証の場合、

超便利で多用します。 

⑧ インジケーター ココはほとんど利用しません。④のナビゲーターを多用

します。 

⑨ 時間足 ココはほとんど利用しません。右端にダイレクトの時間足があり

ますのでそちらを使用します。 

⑪ 定型（テンプレート）ＦＸとバイナリーひとつ入れておけば後は上記のツ

ールバーで簡単に変更可能です。 

最後は「ライン」等「時間足」です。ラインは多用します。時間足を右に置く

のが一番変更が早いです。 



※  バイナリーピンク ダブルトレード  

http://tenplanet.com/ （詳細はこちらからどうぞ） 

価格１３,８００円 

 

※  コラボ レッド 

http://www.tenplanet.com/collabo/ （詳細はこちらからどうぞ） 
価格３６,８００円 

 

http://tenplanet.com/
http://www.tenplanet.com/collabo/


※  ドット ウィン 

http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf （詳細はこちらからどうぞ） 

価格８,８００円 （ヤフオク特別販売） 

 

 

http://tenplanet.com/img/dot_win.pdf


※ ドット ウィン ３点セット（ドット・フィボ＆クラウド） 

http://tenplanet.com/dots/（詳細はこちらからどうぞ） 
価格 １８,８００円  

 

 

 

●ドットウィンはＦＸとバイナリー兼用・両方から利益を生みだすには正に最適です。  

●ドットクラウドはＦＸ専用、クラウドとの組み合せで驚異の勝率が達成可能です。 

●ドットフィボはＦＸ専用少し長い足（５分～１５分～３０分足）で抜群に機能します。 

http://tenplanet.com/dots/
http://tenplanet.com/dots/


※未発売 

販売価格 １３,８００円 予約受付中 

 

４月上旬発売予定です。 

 

 

 

 

 



support★planet 

support@tenplanet.com 

（ サポート用メールアドレス）  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Planet Home プラネットチャート事業部 

〒225-0024 

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 1154 

Email: support@tenplanet.com 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

プラネットチャート事業部 

 

※取引銀行 

http://tenplanet.com/img/bank.pdf 

 

 

 

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

★サポート時間のお知らせ（平日１１時～１６時） 

サポートによるご回答は平日１１時から１５時迄は当日のご回答。 

平日１５時以降はリアルトレードの為、翌日のご回答になります。 

土日祝祭日は定休日につき同様に翌・平日のご回答になります。 

サポートは混み合います２日間回答がなければ催促して下さい。 

サポートは原則プラネットチャートに関するご相談を承っております。 

為替の予想など投資顧問業は行っておりません。 

したがって資金をお預かりする事は一切ございません。 

ようやくサポート歴１２年目に入りました。 

皆様のお陰です今後とも宜しくお願い致します。 

この度は有難うございました。 

mailto:support@tenplanet.com
mailto:support@tenplanet.com
http://tenplanet.com/img/bank.pdf

