
プラネット特別講座 第３回 （トレンドの考察） 

 

 

物理的にゆるやかな勾配の坂でも距離（時間）が長いと球体は加速します。 

そして少しでも急勾配に差し掛かると一気に急落します。 

これが為替の世界でいうトレンドの形成にあたります。 

今回はこの加速（トレンド）についての考察です。 

どなたもトレンドラインはご存知かと思います。 

為替のチャートはどの時間足にせよ自然に発生するものは一つもありません。 

すべてが人の動意によってもたらされた売買の集約の表示がチャートです。 

と言うことはチャートは人為的に作られたものと言って過言ではありません。 

ならば何を持ってしてチャートが人為的に作られるかと言うと市場関係者の 

そのほとんどの人が「日足」にトレンドラインを引いて見ているからです。 

つまり世界中の関係者が同じトレンドラインに注目していることになります。 

プラネット特別講座・第２回でご説明した通りその目的は分岐点を見つける 

為です。   注（これは当方の意見で各方面の意見は異なるかも知れません。） 

したがって当方はチャートの３本のラインに「役割」を持たせました。 

真ん中のイエローのラインには上昇下降の方向性としての確認役 

上のブルーのラインと下のピンクのラインはトレンドラインとしての役割を 

持たせました。この３本のラインだけで今何が起こっているか想像を働かせて 

見て下さい。 

 



①のブルーのラインが良く見えます。なぜ急勾配になったか分かりますか。 

山登りに例えてお話をしましょう。山登りは登山はきつく下山は楽です。 

為替は少し上昇しても下降するのではないか不安が付きまといます。 

したがって一進一退を繰り返します。 

目指す頂き（高値）があれば一気に駆け上がる勢いが必要です。 

したがって短時間に一気に登ろうとします。これが急こう配を形成するのです。 

価格と時間が密接に織りなすチャートのラインは人の気持ちを代弁しています。 

一方下降ラインは緩やかですがスパン（時間）が長く序々に下降していきます。 

人間の心理は落ちるものに対して恐怖感を抱きます。 

どこまで落ちるか計り知れないと考え「売りが売りを呼んで」ますます下降し 

それを見て、さらに投げ売りを誘い下落します。 

その為、転がり落ちるとか投げ売りとか下降を助長する言葉はあっても 

上昇には、転がり上がるとか投げ買いの言葉はありません。唯一「天井知らず」

でしょうか、それに対して下落は「底なし」です。 

一般的に上昇と下降の時間対比は下降は上昇の２分の一の速度と言われます。 

それ程までに下落に対する恐怖心は強いと言える所以です。 

 

 

 

お話をチャートに戻します。 

相場は必ず高値・安値の更新を繰り返します。 

高値安値の種類はいくつもあります。当日の高値安値や一定時間内の高値安値 

マーケット開始からの高値安値など、それぞれで市場関係者は常に意識してい

ます。高値安値はひとつの目安になるばかりか「待ち受け市場」のステップに 

もなります。高値安値の更新の時点で何が起きているのか、例えば通常、高値

の更新の次は逆張りの抵抗で安値に向かいます。しかし、相場はその逆張りの



安値を待ち受けて大量に「買いに入り」ます。結果更に高値を更新します。 

それを待ち構えていた投資家は市場に参入します。したがって更に高値が 

更新されるのです。 

このような相場を利用してトレードが行われます。 

 

私どもはトレードで特に意識するのは市場開始価格に対する高値安値です。 

理由はリアルタイムのマーケットの動きに乗るのが一番分かり易いからです。 

バイナリーオプションのトレード手法の一つに取入れています。 

更新時のパワー勢いは凄いからです。 

勿論、闇雲には狙えません。理由は必ず更新時においては売りと買いの 

のせめぎ合いがあるからです。 『あきらめの更新』どちらか優勢になると 

片方は、しばらくあきらめ傍観の構えに入ります。 

その時が一番の『勝機到来』になります。 

見極めの法則はあります・・・・・・極秘です。ヒントはレンジにあります。 

当たり前のことですが価格と時間は常に絡み合っています。 

高値の次は安値の次は高値の次は安値の次は高値絶対に覚えて下さい。 

順張りと逆張りの定義は諸説ありますが私は高値の次は安値の次は高値の方向 

通りに張るのが順張りでその逆は逆張りと定義づけています。 

したがって逆張りでのトレードは一度もありません。 

 

 

 

美しいチャートの出現こそが稼げるチャンスと心得ています。 

有名なデザイナーの作品ではないかと思うほどローソクがきれいに並び 

ラインの曲線に沿って行く様はまるで絵画であり音楽であるとさえ思います。 

美しいチャートに魅せられてこの世界にのめり込んだのは正直なお話です。 



美しいチャートはなぜ出来るのか、相場の秩序と安定と理解しています。 

美しいチャートは稼げますが「汚いチャート」は稼げません。 

是非美しいチャートに酔いしれるほど鑑賞して下さい。 

当方のキャッチフレーズは下記の通りです。（ 宣伝になりました。笑 ） 

 

 

イエローのドットはプラネットチャートのオリジナルです。 

どんな矢印のシグナルよりも連続性のあるドットの動きの方が次の展開 

が読むに優位と言えます。 

シグナルだけを求める安直な人 ( 失礼 ) に声を大にして申し上げたい。 

本当に稼ぎたいならば一生、為替で飯を食べたいならば自分を磨きなさい。 

自分を磨くということは為替の本質を知ること、トレードとは後追いでは 

なく待ち伏せであること、シグナルの点灯ではすでに遅いということ等々、 

少し耳が痛い方もおられるかも知れませんが、あえて言わせて頂きます。 

世の中に不労所得はないことを、その根拠は EA自動売買では稼げない 

事実です。(ＥＡとはシグナルで自動売買を行うソフトです。) 

やはりトレードは「裁量」なのです。「最良」とも書きます。（笑） 

上のブルーラインと下のピンクラインをトレンドラインとして見立てる。 

下記の画像の①と③をご覧ください。 

トレンドライン見立てれば切れたところが『転換点』になります 

トレンド条件のところだけでトレードを行うことが今回の結論です。 

 



いかがでしょうか。 

イエローのドット①は微妙です。②は論外です。③は完ぺきです。 

その理由は①はセンターラインの上部なら BESTです。 

②はセンターラインの下なら OKですが、今回は見送りです。 

③は理想です。ここで大切なのは③は勇気を持って勝負に出ることです。 

 

負ける人の特徴は小さなことにこだわり大局的にチャートが見れない。 

負ける人のハートはチキンです。 

負ける人の軍資金は少ない。 

負ける人はマイルールをいつも変更します。 

負ける人は勉強が嫌い資金計画もトレード日誌もつけません。 

 

 

勝てる人は「待ち受け」の出来る人のみです。 

 

 

 

まったくの初心者の方がお金目的に為替トレードを行うには危険が伴います。 

身を削る痛い思いをして、始めて気が付きます。 

トレーダーのほとんどの方はその経験を経てこのままでは危ないと感じ必死 

に学習しています。  はっきり申し上げて・・・。 

トレードノートを付けるお気持ちが無ければトレードすべきではありません。 

つまり、実践の記録も反省も無ければ対策が講じられないからです。 

資金計画も管理も失くして利益を上げることは不可能だからです。 

 

やる以上は稼ぐ、稼ぐ為には最低限の『トレードノート』をお勧めします。 



 

バイナリーはマイルール通りに行えば必ず勝てます。 

何回も勝てます。しかし何回も勝ってはいけません。 

勝ちの決定要因は「勝ち逃げ」してこそ勝ち決定です。 

つまり勝っているときにやめる勇気が勝ちの決定要因になります。 

１日３万円と決めたら３万円近くでやめることです。 

『３万円になるまでは頑張る』ではだめです。 

勝負の最後の詰めには好事魔が潜んでいます。 

終わりを急ぐ余り拙速なトレードを行いそれを取り返すために泥沼入ります。 

２万８千円まで勝っていながら、気が付くと３万円のマイナスが生じています。 

得べかりし機会損失額は５万８千円になります。 

３万円近くでやめるのが正解だったのです。これが「勝ち逃げの極意」です。 

 

上記のチャートは４８００円でご購入可能です。(詳細は下記へ) 



■■ プラネット通信  ■■            Ｃ Ｍ 

 

新・商・品・の・ご・案・内 

第２弾 『 ＭＯＮスター 』 ＪＩＴＡＮ (ジタン)  

発売開始 ４８００円  

第一弾『ＭＯＮスター』 MON・モン（兄）その弟「ジタン」です。 

                〈イメージ〉 
                   ＪＩＴＡＮ       ＭＯＮ   

     

 



         ■エントリーがよりシンプルになりました。■ 

   
             ルールは２本、勝率は各段にアップします。 

 



この度はＭＯＮスター『ＭＯＮ』の弟『ジタン』をご案内させて頂きます。 

 

『ジタン』とは「時間短縮トレード」「時短」の意味が込められています。 

人気の『６０秒・２分・５分』のバイナリーオプション専用チャートです。 

わずかな時間にサッと稼げる魅力の６０秒・２分・５分超時短トレードです。 

 

バイナリーオプションはゲームに似ていますが立派な投資です。 

投資感覚を持つことが『マイルールづくり』での投資行動の第一歩です。 

「マイルール」さえしっかり意識すれば間違いなく稼げますね。 

 

そのマイルールを具現化したチャートがＭＯＮスター『ジタン』です。 

 

エントリーゾーン発見機みたいなのものですので、どなたも簡単に分かります。 

エントリーゾーンの中でのトレードにはタイミングはほぼ不要です。 

理由は取引のスタート時間に制限が無いからです。 

トレンドの中での取引ですから、ほぼ負けることはございません。 

多少のコツさえ掴めればご自分で信じられない投資効果を生みます。 

 

６０秒は１分・・あまりにも時間が短いと思われる方もおられると存じます。 

しかし冷静に考えて頂けると分かりますが２時間後の価格の予想よりも１時

間後１時間後よりも１０分後、１０分後よりも１分後の方が予想の確率性は高

くなります。 

 

理由は為替はレンジにせよトレンドにせよ継続性と持続性のある相場だから

です。 

 

少し専門的ですが、レンジは変動幅が無ければトレードは無理ですが一定のリ

ズムで繰り返すレンジ相場であればその価格の予想は至って容易に出来ます。 

「超時短」は HIGH LOWを予想するに非常に効率の良い「時間」と言えます。 

     JITAN発売開始 ４８００円  



 

    

          研究会・クラブを始めました。 

   



   

                                      

                  

ローソクの大事な所は上昇と下降バーの始値と終値は逆になることです。 



 

 

『６０秒・２分・５分』のバイナリーオプションは「理」にかなった 

最高の投資トレードの有効手段のひとつです。 

その理由は、 

① 短時間の HIGH・LOＷの予想は市場に変化が生じなければ確率性が高い。 

② 投資ユーザーが確実なトレンドの中で思い通りのエントリーが出来る。 

③ エントリーした時点のレートで HIGH・LOＷのなので非常に有利である。 

④ 短時間で結果を出しながら連続してトレンドゾーンで連勝する事が出来る。 

⑤ 小資金（１回５００円）から投資購入が出来る。 

⑥ ペイアウトは平均７０％でハイリスクハイリターンの商品よりも安定。 

⑦ 仕事や遊びや休暇の合間にトレードが出来て時間的に拘束されない。 

⑧ ロンドン・ＮＹの市場が活況を呈する時間帯に短時間は取引で稼げる。 

 

  エントリールールは２パターンのみ 



ノントレード  (感度は出ていますが、ローソクがラインアウトしていません。) 

 



ベストトレード 上の画面は通常の勝利・下の画像は少し上級になってからですね 

 

 



第２弾 『 ＭＯＮスター 』 ＪＩＴＡＮ (ジタン)  

発売開始 ４８００円  

          『 ご購入方法とご利用方法 』   

  「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。 

  （デモトレードは無償です。） 

   テンプレートを MT4に貼れば即・取引可能です。 

 

  口座を開設は推奨業者の資料をご送付いたしますのでご確認下さい。  

 

  商品は NETで送信致します。※送料不要 

  下記は NETでの配信資料一覧です。 

 

  ※インジケーター５種類 テンプレート３本 取り扱説明書 

     通貨ぺアはＭＴ４のソフトで簡単に切り替えが可能です。 

     テンプレートによる切り替えは不要です。 

     

  ※対象通貨ペア【 USD/JPY  EUR/JPY  GBP/JPY  GBP/USD  EUR/USD 】 

         【USD/CAD  EUR/AUD   EUR/GBP  AUD/USD  AUD/JPY 等・２０種類】 

 

  ※商品はご入金後、４時間の動作テスト後、発送いたします。 

 

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

※お申込み方法   

サポート★プラネットに直接お申込み下さい。 

① ご氏名 ②ご住所 ③お電話 ④メールをお書き添え頂きお申込み下さい。 

 

お申込みメール support@tenplanet.com 

※お振込先 

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

 

 

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


◎『６０秒・２分・５分』バイナリーオプション参考資料 

 

■業者の特徴比較  24option （ツェンティーフォ オプション） 

                 Trade Rush (トレード ラッシュ) 

※口座開設最小入金額 （スタート時） 

Trade Rush   ￥16,000- 

24option        ￥25,000- 

 

※入金方法 Trade Rush 、24option（共通） 

※クレジットカー及びデビッドカード 

※最小取引額 （トレードの１回の金額） 

  Trade Rush   ￥500- 

  24option     ￥2,400- (本格的にお稼ぎになるには適しています。) 

 

※最大取引額   

  Trade Rush  ￥50,000-  

  24option    設定なし 

 

※通貨ぺア  （トレードの通貨ペア、ドル円など） 

  Trade Rush  ９ペア 

  24option     ７ペア 

   

  （MONスターはすべて対応しております） 

※出金 

  Trade Rush  月１回は無料 ２回目以降は￥2,500- 

  24option     スタンダード・ゴールド・プラチナ会員に分けています。 

           スタンダード会員は初回のみ無料  

                   ２回目以降は出金額・出金先に応じて異なります。 

※口座通貨  

      Trade Rush 、24option （共通）  JPY / USD / EUR / GBP   

       (口座資金の通貨の選択です。ドルか円の選択で良いと思います。） 

 

※口座開設時の文字入力  

       Trade Rush  日本語入力可 

       24option    半角ローマ字  



 

※ご不明な点は業者は電話で親切に日本語で対応してくれます。 

   郵送などの時間を要する面倒な手続きは一切ありません。 

  ハードルは非常に低いので全くご心配ありません。 

 

※当方の「サポート★プラネット」もご協力いたします。 

    

★ 当該商品『ＭＯＮ★スター』は責任販売です。 

   責任販売とはご購入者様がご自分のパソコンにプラネットチャート 

   『ＭＯＮ★スター』を反映しトレードが出来るように責任を持って 

   サポートさせて頂く事です。 

   サポートは勿論、無料です。（サポート★プラネット） 

 

◆   【預かり金の禁止】 

   当方は投資顧問業ではございません一切の資金はお預かりできません。 

   シグナル配信など不法行為は一切行いません。 

   従いまして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のでご了承下さい。 

   どうぞプラネットチャート『ＭＯＮ★スター』でお稼ぎ下さい。 

 

 ※ご注意下さい。 

 

      『ＭＯＮ★スター』は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。 

 

 

★最後に当方は『サポート★プラネット』を１２年間行って参りました。 

 

      ご不明な点はいつでもお気軽にお尋ね下さい。 

      ご理解されて稼ぐのと、ゲーム感覚で稼ぐのでは継続性が異なります。 

 

      世界中で為替取引が行われる限り一生、収益を上げることは可能です。 

    最後までお読み頂き有難うございました。 

 



 

短期トレード  

バイナリーオプションクラブへのご案内 
※トレードラッシュ社専用 『 ワンコインクラブ 』  

※２４option社専用の 『バイナリスト２４ 』  

 

６０秒 ２分 ５分 「 勝ち方研究クラブ 」 

 

 
※トレードラッシュ社専用 『 ワンコインクラブ 』  

 
※２４option社専用の 『バイナリスト２４ 』       ●管理・運営 ＰＬＡNET HOME  

 

『 為替で稼ぐ、をデザインするプラネットホーム 』 をスローガンに 

 チャートの無償配布を開始いたしました。 

 

 初心者、ご経験者を問わず計画的に 「稼ぐ為のプロセス」のサポートを 

 行わせて頂くためでございます。 

 サポートは従前、無償で行っておりますのでユーザー様にはご負担 

 を軽微にして本格的にお稼ぎ頂きたく存じます。 

 



  

「為替で稼ぐを、デザインする」を提案するに当たりその計画として 

 

 「 ３年計画 」を立てました。 

 個人差はございますので期間は任意です。 

 

 １年目  ５００円玉・１個で出来るバイナリーオプションにて為替 

      のトレードを研鑽してプロの領域にせまって頂きます。   

      ※トレードラッシュ社専用 『 ワンコインクラブ 』 にご入会下さい。 

                           （入会金・年会費・サポート無料） 

 ２年目   本格的にバイナリーオプションで収益を上げる。 

       今まで磨いた腕で稼ぎまくる感覚でトレードを行う。 

      ※２４option社専用の 『バイナリスト２４ 』 にご入会下さい。 

                           （入会金・年会費・サポート無料）  

 ３年目  為替の場合は終局的には為替の差益、FXで稼ぐことです。 

      バイナリーオプションよりも実は FXのほうがトレード 

      しやすいと言われます。 

      理由はスタートやエンドの時間的制限がないことです。 

      損切りさえ確実に出来れば大きく稼ぐことは可能です。 

      ※「プラネット FX クラブ」にご入会下さい。 

                          （入会金・年会費・サポート無料） 

 

以上の計画にご賛同頂ける方はどうぞご参加下さい。 

  

 ※下記はすべて無料です。 

 

 「入会金」0 

 「月会費」0 

 「年会費」0  

 「サポート料」0 

 「初回ツール」３点/市販で 48,000円相当 

 

 

 

 



 ※ご入会へのご案内 （トレードラッシュ社・他） 

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

 

 ※プラネットホーム（参考商品） 

直接販売は割引価格でご提供しております。 

     担当にご相談下さい。 

http://tenplanet.com/img/ten_planet_chart_2013.pdf 

 

  

※お問い合わせ 

  

 プラネットホーム 

プラネット事業部/担当杉田 

045-532-8978  (ご連絡はメールでお願いします。) 

Office PLANET 

〒225-0024 

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 1154-2 

support★planet 

サポート用メールアドレス 

support@tenplanet.com 

 

運営・管理 「ワンコインクラブ」「バイナリスト２４」 

      「PLANET FXクラブ」 

 

       

http://tenplanet.com/img/coin_club_planet_sep.pdf
http://tenplanet.com/img/ten_planet_chart_2013.pdf
mailto:support@tenplanet.com

