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第一部 



為替相場の規模 
 
３年に一度、調査される統計によると一日の為替市場の取引高は２０１６年では、 
約５００兆円にも及びます。 
これは、なんと日本の年間の国内総生産（ＧＤＰ）とほぼ同様の数字です。 
ちなみにですが、東京証券取引所、第一部の一日平均売買代金は３兆円です。 
・・・・・・・為替市場がいかに巨大な市場かが伺えます。 
その中でも最大の市場はロンドンで、全体の約３５％を占めます。 
その理由はシティー（ロンドンの金融街）が世界の金融センターだからです。 
更にロンドンの時間帯が朝から夕方まで、中東、欧州、北米などの取引時間と重な 
ることも要因のひとつです。 
次がニューヨーク市場で約２０％ですので、この二つが二大市場と言えます。 
東京、シンガポール、香港が約７～８％という状況です。 
市場の時間帯や規模を知ることは為替取引においては大変に重要です。 
なぜなら為替は時間と価格で成り立っているからです。 
ＦＸではスプレッドが売買コストに相当しますが、このスプレッドは基本的には流動性 
と反比例します。 
流動性が高い通貨はスプレッドが狭くなる傾向なので同じ通貨ならロンドン市場と 
ニューヨーク市場の時間帯が最も狭くなる事が頷けます。 



ＦＸの場合は取引の対象通貨はメインをユーロ円にしてサブをユーロド 
とドル円にします。 
更にメインをユードルにした場合サブをユーロポンドとポンドドルにします。 
為替売買の対象通貨ペアを５通貨ペアに絞ります。 
ユーロ円：ユーロドル：ドル円：ユーロポンド：ポンドドル 
その理由は為替のロジックとしての通貨の相関はこの５通貨ペアで整合性が 
しっかりと取れるからです。 

為替トレードで「稼ぐ為には」に必要な要素は３本だけです。 
①セルフコントロール②ロジックコントロール③マネーコントロール 
 
コントロールとは「制御」を意味します。 
制御とは投資の世界では自分を思うように支配する事です。 
どんなに優れたロジックで正確な予測が出来たとしても精神的な弱さで適切な 
対応が出来なければ、稼げる場面が目の前にぶら下っていてもその果実を得る 
ことは出来ません。 
 
究極的には投資は自分自身のコントロールが何よりも大切になります。 
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取引高の上位の通貨ペア 
   
 
 
 
 
 
 
取引の対象通貨を上位の５通貨ペアに 
絞り込み為替取引に優位なロジックを組 
み立てれば必然的に為替相場で稼げる 
事になります。 
 
短期売買の実践を成功に導く為には運用 
スキルを明確にする事から始めて下さい。 
 
運用スキルの明確化とは目的である「稼ぐ為には」 
取引通貨をあらかじめ決定する事です。 



１ 

２ 

３ 

３通貨の  と  が一目瞭然。 

イエローのドットがターゲット。 

ローソク足が勝利を確信。 
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ローソク足を活用する。 
 
ローソク足は四角のボックスとヒゲの 
に時間と価格が構成されています。 
 
１本のローソク足の始値と終値は時間の
両端、高値と安値は価格の両端です。 
 
とかく価格に意識が向きますが過去の時
間の推移の中で将来の時間の価格を予測
するのがＦＸです。 

 陽線      陰線 



ＲＥＡＬ・ＢＥＳＴ 

勝負通貨を 
待ち受けて 

決め 

打ち 

なぜ、稼げるの？ 

企業秘密ですが５通貨のＵＰ／ＤＯＷＮの値動き 

だけを『決め打ち』するから稼げるのです。 

５通貨の↑↓なので１０通りの勝負が可能です。 
最強の通貨で最善の取引なら勝って当然ですね。 

投資とは稼ぐ目的で行うもので損失は禁止です。 



もしチャートの中央部分が 
ブルーをバックにカラーに 

なっていたら。 



もしチャートの３本ラインが 
ブルーをバックに３本とも 

上昇していたら。 



あなたは 
その時のチャートは 

イメージ 
出来ますか？ 



答えです 答えです 答えです。 



為替取引は短期売買が有効であることは良く知られています。 

だからと言ってバイナリーでの３０秒や１分判定、もしくはＦＸでのスキャルピン
グ取引を短期売買と定義付けるものではありません。 

売買が頻繁に行われる為替取引においては変化こそが常態であり変化の中
から一定方向のトレンドが形成されます。 

短期取引 



リアルで勝つには１００％ 
勝つ根拠が必要です。 

 

      ① 通貨の相関 
      ② 同じトレンド 
      ③ 同じ方向性 
 

３拍子揃えば勝負です！ 
 



ＲＥＡＬ・ＢＥＳＴ 



ＲＥＡＬ・ＢＥＳＴ・リアル集・Ａ 



ＲＥＡＬ・ＢＥＳＴ・リアル集・Ｂ 



主役はイエローの 
ドット●●●です。 

他の２本のラインと 
上昇下降の方向が 
同じになったら・・・ 
強いトレンドが発生 
しますので取引を開 
始して下さい。 

必勝法 ＝ 



最強通貨で最善の 
取引を完結させる。 

５通貨の上昇と下降 
１０パターンの勝利チャンス 
を確実にゲットして下さい。 

※スマホの本体は販売対象外です。 

ＲＥＡＬ ＢＥＳＴ ＡＰＰ 



※定価 ３万８,８００円 

※商品内容：テンプレート２本 インジケーター１８本説明書付 
      『ＭＴ４マイチャート制作法』（全２１ページ） 

※本商品のセールスタイプはダウンロード版です。 
      サポートはご購入日より１年間で回数は無制限でメールで対応させて頂きます。 

      サポートは商品の設定サポート及びセミナー研修会等のご案内をさせて頂きます。 
      当該商品は約半年サイクルで無料にて更新を行います。 
※商品はＭＴ４（ダウンロード無料）に設定してご利用下さい。 

 

★ FX REAL BEST 



誰もが買いだと判断出来る局面をプロは作ります。 
一般の投資家が買いに来るのを待ちます。 

次の局面では先に買ったプロが利食いを行い反転させます。 
仕掛けが少し早いか少し遅いかで短期戦の局面は真反対になるのです。 

その為に仕掛け用のチャートが必要なのです。 

稼ぐにはプロの気持ちになる。 
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第二部 詳細なご説明 



当該チャートの取引方法についてご説明致します。 
ＦＸの売買取引における通貨ペアは基本的にＥＵＲ/ＪＰＹとＥＵＲ/ＵＳＤです。 

まず、ＥＵＲ/ＪＰＹは「ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＥＵＲ/ＪＰＹ・ＵＳＤ/ＪＰＹ」の３通貨の組み合わせによる 
相関の中でトレンドを狙います。 

同様にＥＵＲ/ＵＳＤは「ＥＵＲ/ＧＢＰ・ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＧＢＰ/ＵＳＤ」の３通貨組み合わせによる 
相関の中でトレンドを狙います。 

将来的に応用として下記の５通貨の取引は可能です。 
「ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＥＵＲ/ＪＰＹ・ＵＳＤ/ＪＰＹ・ＥＵＲ/ＧＢＰ・ＧＢＰ/ＵＳＤ」 

今回は混乱を回避する為にＥＵＲ/ＪＰＹとＥＵＲ/ＵＳＤの２通貨ペアでお稼ぎ下さい。 
 

ＥＵＲ/ＪＰＹ＆ＥＵＲ/ＵＳＤ 



ＥＵＲ/ＪＰＹのチャートでココが勝利のパターンです。 



Instruction manual_REAL_BEST_FX. 

チャート説明書_１  リアルベストＦＸの全体チャートです。 



Instruction manual_REAL_BEST_FX. 

チャート説明書_２  プラスサイドは通貨の相関です。 

 
 

プラスサイドの通貨の相関コーナーの上段には 
ＥＵＲ/ＪＰＹを中心に 
「ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＥＵＲ/ＪＰＹ・ＵＳＤ/ＪＰＹ」が配列され 
ています。 
各通貨ペアの上昇下降を縦に表示しています。 
それぞれ左側からM5/M15/M30の時間足で通貨の 
強弱を表しています。 
 
下段にはＥＵＲ/ＵＳＤを中心に 
「ＥＵＲ/ＧＢＰ・ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＧＢＰ/ＵＳＤ」が配列され 
ています。 
 
これは現状におけるＥＵＲ/ＪＰＹとＥＵＲ/ＵＳＤを中心 
とした取引が円滑に行なわれるようにＥＵＲ/ＪＰＹと 
ＥＵＲ/ＵＳＤの双方の動きが一目瞭然に分かるように 
して有ります。 
したがって、ＥＵＲ/ＵＳＤの取引チャートでは上部が 
ＥＵＲ/ＵＳＤ中心で下部がＥＵＲ/ＪＰＹになります。 
大変スグレモノで有効的に活用可能です。 
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チャート説明書_３  時間足の有効活用 

ＥＵＲ/ＪＰＹを中心に 
「ＥＵＲ/ＵＳＤ・ＥＵＲ/ＪＰＹ・ＵＳＤ/ＪＰＹ」が 
配列されています。 
各通貨ペアの上昇下降を縦に配列表示 
しています。 
それぞれ左側からM5/M15/M30の時間足 
で通貨の強弱を表しています。 
 
解説 
EURはM5は弱くM30が強い状況 
USDはM5/M15が強くM30が弱い 
JPYはM30が弱くM5/M15は普通 
したがって現状ではUSDが強いが 
あてにならないので見送りです。 
全体的には上部又は下部に偏った 
パターンが狙い目になります。 
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チャート説明書_４ トレンドの発見 

３通貨 
EURUSD 
EURJPY 
USDJPY 
の値動きのラインです。 
イエローのドットは 
主役のEURJPYです。 
グリーンはEUR/USD 
ピンクはUSD/JPYです。 
３本ラインが同じ方向 
を指した時にトレンドが 
開始されます。 
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チャート説明書_５ 平均足のバーでトレンドの確認 

リアルベストＦＸの中央に位置する３本バーは下段の３本ラインと更に右の 
プラスサイドのカラーと同一です。 
３通貨ぺアEURUSD EURJPY USDJPYの値動きの表示です。 
レッドは下降でそれぞれのカラーは上昇です。 
平均足で表示されていますのでトレンドの傾向が確認出来ます。 
グリーンのバーはEUR/USDイエローは主役のEURJPYでピンクはUSD/JPYです。
３本バーのカラーを縦配列で確認する事でトレンドの確認が可能です。 

 

ココが下降トレンドです。 
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チャート説明書_６ ローソク足でトレンドの定義を図る。 

メインは、やはりローソク足です。 
 
ブルーのバックラインとＢＢラインの中央のピンクのラインはトレンド表示です。 

したがいましてブルーのバックラインとＢＢラインの中央のピンクのラインと更
にＢＢライン（ボリンジャーバンド）の外側にローソク足が位置した展開とＢＢラ
インの収束と拡大がトレンドとして定義づけられます。 
 
究極はチャート全体のローソク足アングル（角度）です。 
有効的に活用して下さい。 
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チャート説明書_７ チャート全体でトレンドを感じる 

基本的にチャートはマーケットの値動きを表示したもので個人の思惑通りに 
動くものではありません。したがいまして全体的にチャートを俯瞰して下さい。 
３通貨のラインが上方に揃っておれば下方に向かう可能性は大ですので、 
「そろそろ来るか」の予感を感じて下さい。早めの仕掛けと早めの利確が勝利 
への近道です。 



EUR/JPY 

EUR/USD 

プラスサイドの表示は 
EUR/JPYとEUR/USDでは 
上と下逆転します。 
 



ココから上がるだろうと思ったが結果的に下がってしまった。  
ココから下がるだろうと思ったが結果的に上がってしまった。  

 こんな悔しい思いをした事は何度もありませんか？  
ＦＸでもＢＯでも必ずある事ですが原因はお分かりになりますか？  
答えは・・・為替相場を動かしているのはプロの人達だからです。  
単刀直入に言わせて頂ければ仕掛けのタイミングミスです。 

「トレンドが強くなるかな？」・・・・・・で買う、  
「やはりトレンドは結果的に強かったな」で売る ・・・・・を試みて下さい。  
早めの仕掛け、今までの負けが嘘のように勝ちに好転します。  



お勧めします「場帳」は必ずつけて下さい。 
「場帳」とは為替取引の記録のことです。   

取引銘柄、売買日時、利益及び合計、損失及び合計、取引コメント等を記録に  
残しておくと個人のスキルアップに大変に役立ちます。  

 特に「取引コメント」に取引開始の「気持ち」を書き添えて下さい。  
上がるだろうが結果的に下がってしまった。  
 下がるだろうが結果的に上がってしまった。  

この部分が為替取引の一番の根っこの部分です。 
取引開始場面をどこで判断したかを書き留めるのが「場帳」です。 

誰もが買いだと判断出来る局面をプロは作ります。  
一般の投資家が買いに来るのを待ちます。  

次の局面では先に買ったプロが利食いを行い反転させます。  
仕掛けが少し早いか少し遅いかで短期戦の局面は真反対になるのです。  
場帳の取引コメントに取引開始のその部分の「気持ち」を書き添えます。  
チャートを見ながら判断していますので答えを正解に導くのは簡単です。  

問題は取引に勝つか負けるかの判断はその部分にあることを気付く事です。 
その為に自分のエントリープランが早いか遅いかを場帳にその都度、 

記載する事でスキルと収益がアップします。 



ＦＸの取引は、「早めの仕掛け早めの利確」は基本ですが、そのタイミングの目安は価格で
はキリ番、時間では約１時間です。利益確定は時報のタイミングで行なうのも有効です。 

なぜなら人間の生活習慣は時間や値ごろ感で区切りをつけたがるからです。 
所詮、人が介在するマーケットですので複雑に考えるよりもシンプルに対応したほうが成果 

に繋がるのではないでしょうか。 
ファンダメンタルズも起きた現象に対応するのではなく価格変動を求めるプロ集団によって 

に起こされたものではないでしょうか。 
ファンダメンタルズは起こされるものと理解すれば事前に予測は可能になります。 

どうぞ、賢明なトレードを行って下さい。 



※定価 ３万８,８００円 

※商品内容：テンプレート２本 インジケーター１８本説明書付 
      『ＭＴ４マイチャート制作法』（全２１ページ） 

※本商品のセールスタイプはダウンロード版です。 
      サポートはご購入日より１年間で回数は無制限でメールで対応させて頂きます。 

      サポートは商品の設定サポート及びセミナー研修会等のご案内をさせて頂きます。 
      当該商品は約半年サイクルで無料にて更新を行います。 
※商品はＭＴ４（ダウンロード無料）に設定してご利用下さい。 

 

★ FX REAL BEST 



※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。  
推奨業者・ＭＴ４（ＦＸＤＤ社） OS： Windows7. 8.10  
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）  
『リアルベストＦＸ』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。 
 
※商品内容：テンプレート２本 インジケーター１８本 説明書（全４０ページ） 
      『ＭＴ４マイチャート制作法』（全２１ページ） 
※本商品のセールスタイプはダウンロード版です。 
      サポートはご購入日より１年間で回数は無制限でメールで対応させて頂きます。 
      サポートは商品の設定サポート及びセミナー研修会等のご案内をさせて頂きます。 
      当該商品は無料にてアップロード（更新を）約半年サイクル）を行う予定があります。 
※製品はＭＴ４（ダウンロード無料）に設定してご利用下さい。 
  



巡回サポートサービス 
 サポート★プラネットです。 

サポート★プラネットでは購入者様 
にサポートを巡回で行っております。 
  
ホームページにお稼ぎになるヒント 
が掲載されておりますので、 
是非ご一読下さい。 
  
プラネットホーム（ＨＰ） 
http://planetin.net/ 
  

プラネットホームの製品をご活用されて
不具合やご利用方法などにご不明な点
はお気軽にサポート★プラネットに 
お問い合わせ下さい。 
  
サポート★プラネットメール 
support@tenplanet.com 
  

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 
公式eSHOP                   
https://shop.planetin.net/ 
サポート時間              
平日AM11：00～PM4：00 
（土日祝祭日休） 

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

