
夢を語る。

新作チャートのモニタリング
の皆様がトレーディングルー
ムに学習に来られました。

「夢を語りたい。」

ご参加の皆様からそんな
提案があって、それぞれ
５名様が夢を語りました。

将来は海外移住して為替
投資で生活がしたい。

将来は日本の北と南に拠
点を設けて生活したい。

将来は皆で稼げるプロジ
ェクトチームを作りたい。

将来は３世帯が同居して親孝
行がしたい。

将来はやはりお金持ちになりたい。
皆さん眼が輝いています。

そんな中でお一人様が・・・

「一晩で50万円稼ぎたい」・・・
と言いました。

それなら、可能性があるか、
今すぐにデモトレしませんか？

遊び半分ですが、夢が現実に
なるか実際に試して見ました。

見事それが達成できました。



「皆様このチャートの値動きで
稼げると思いますか？」

100名様に尋ねても全員が
「ノー」と言いますね。

大陽線・大陰線・小陽線・
小陰線は乱れています。
おまけにローソク足には長い
ヒゲ迄あります。

プロが見てもアマが見ても
どなたが見ても稼げません。

しかし・・・
実は稼げたのです。

この値動きで稼げますか？



このチャートで稼げました。！

このチャートを更に分析すると
トレンドに必要な条件がクリア
していたのです。

トレンドに必要な条件とは・・
トレンドの兆候・形成・終息
を見極める事です。

この一見、破天荒に見える
値動きの裏側にしっかりと、
そのトレンドの条件が満たさ
れていました。

勿論、この場面でのトレード
をお勧めしているではありま
せん。

兆候 形成 終息



大陽線・大陰線・小陽線・小
陰線は乱れていて、おまけ
にローソク足には長いヒゲ迄
ある最悪の条件下と思われる
中で実際にデモトレードを行
いました。

トレンドの条件としてここが
兆候・形成・終息を見極めな
がらです。

普段見逃してしまうトレンドは
透かして見ると実際は見えるの
です。
トレードは勝利でした。

もちろんローソク足は表示せず
し右の画像を表示していました。

実際にデモトレ。

兆候 形成 終息

勝利



夢を語る。

将来はやはりお金持ちになりたい。

皆さん眼が輝いています。

そんな中でお一人様が・・・
「一晩で50万円稼ぎたい」・・・
と言いました。

それなら、可能性があるか、
今すぐにデモトレしませんか？

遊び半分ですが、夢が現実に
なるか実際に試して見ました。

見事それが達成できました。

そうです。
どなたにも可能性はあるのです。



（注）このデーターはプラネットセミナーにおいて「夢を語ろう」でデモ取引で上げた成果です。



稼げるチャートは美しい。



エントリーポイント
・・・は・・どこ？

FX＆BO

ご存知ですか
ローソク足チャートの裏側に

トレンドの計測器（シグナル）が
あれば・・・

お悩みのエントリーポイント
即刻に分かります。

River side

新発売

メールセミナー

１１月１６・１７・１８日
開催決定



FXの場合は５分足１時間サイクル ワンタッチで切り替えれば・・

エントリーポイントはココ。 ローソク足が表示されます。

上部の３本のブルーのラインを川に見立てて川岸にトレンドを確認します。

（例）2時間で54pips（例）2時間で54pips

FX

エントリー
ポイント確認

ローソク足で
トレードを実行

トレンドの根拠は３通貨の
値動きの位置と角度です。



BOの場合は１分足１５分サイクル ワンタッチで切り替えれば・・

エントリーポイントはココ。 ローソク足が表示されます。

上部の３本のブルーのラインを川に見立てて川岸にトレンドを確認します。

BO

トレンドの根拠は３通貨の
値動きの位置と角度です。

エントリー
ポイント確認

例)15分判定で２連勝 例)15分判定で２連勝

ローソク足で
バイナリー開始



River side

新発売

メールセミナー

１１月１６・１７・１８日
開催決定

ご要望にお応えして

新発売FX&BO

リバーサイド

セミナーを少数限定
で開催致します。
参加費は無料です。
先着順10名様

ご希望の方はお早め
にお申込み下さい。

①お名前
②お電話

※お申し込み先

support@tenplanet.com

エントリーポイントは逃さない！
ローソク足の裏側にトレンドが！

トレンドの位置を明確にすれば必然的に勝率が上がります。

ローソク足と
トレンド
ワンタッチ
で変更可能
です。

トレンドは
どこ？
探す必要は
ありません。
目の前にトレ
ンドが発生し
ています。

mailto:support@tenplanet.com


ご存知ですか？
ローソク足の裏側に
トレンド計測器を設置すれば
お悩みのエントリーポイント
が、すぐ楽に分かります。

ローソク足の裏側でトレンドが
発生しても分かりませんね。

ワンタッチでローソク足を外せ
ばトレンドが確認できます。

エントリーポイントは迷うことなく正確に発見できます。

River side

新発売

メールセミナー

１１月１６・１７・１８日
開催決定



FX＆BO

エントリーポイントはここです。
River side

初心者もプロも誰もが
知りたいエントリー
ポイントはここです。
川瀬（為替）にトレンド
が発生！ルール通りに取
引を行って毎日勝ち逃げ
してお稼ぎ下さい。



FX＆BO

エントリーポイントはここです。
①

日本銀行では為替取引の営業日に外国為替市況（日次）を発表しています。
多くのプロもアマも為替取引を行う場合に参考にしています。

日本銀行のHPより一部抜粋
ホーム : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)

※日本銀行は固いイメージ
がありますが、日本で最
も信頼性の高い情報を持
ち合わせています。

※まずは外国為替市況を
クリックして見て下さい。

※良く閲覧されるコンテンツ
にありますのですぐ分かり
ます。

為替投資においてエントリーポイントに迷ったらご参考にして下さい。

River side

https://www.boj.or.jp/


FX＆BO

エントリーポイントはここです。
②

※日本銀行のHPから一部抜粋
させて頂きました。
※「外国為替市況」です。

※注目すべきは毎日のデータは勿論の事です
が表題部に記載されている３本の通貨です。
-----------------------------------------------------------------
ドル円 ユーロドル ユーロ円
USD/JPY EUR/USD               EUR/JPY

River side



FX＆BO

エントリーポイントはここです。
③
※注目すべきは毎日のデータは勿論の事です
が表題部に記載されている３本の通貨です。
-----------------------------------------------------------------
ドル円 ユーロドル ユーロ円
USD/JPY EUR/USD               EUR/JPY

為替相場はご存知の通りドルを基軸通貨として
取引が行われていますのでドル絡みの通貨ペア
は圧倒的な量になっています。
最上位はEUR/USDで次はUSD/JPYです。しかし、
なぜここでEUR/JPYが登場するのか・・・。
諸説はありますが為替通貨の価格を決めるには
USD/JPYとEUR/USDは直接の売買で決定しますが
EUR/JPYはUSD/JPY×EUR/USD＝EUR/JPYで決定し
ます。つまり・・・この３通貨ペアには確実に
相関性が存在します。

ここで結論です。

相関性が存在する
３通貨のみで

エントリーポインㇳ
を見つける方法です。

至って簡単です。
当方が開発した
チャートでご説明し
ます。

皆様が一番欲しい
情報かも知れません。

ご覧下さい。



川瀬にたたずむ一人の
少女がヒントでした。

Planet home

River side

NEWホームページ
開設記念チャート

「River side」
リバーサイド

River side



プラネットホームは23年間に亘って安心して

稼げる投資方法をチャートでご提案しています。
私達は、超初心者と超経験者のご希望する稼ぎ方
は根本的に同じである事は知っています。

シンプルに勝ちたいが共通だからです。

複雑な手法はトレードミスを誘いお金を失います。
収益を狙う投資で損失は絶対回避すべきです。

稼げるチャートとはどなたが利用して
もシンプルで分かり易いが第一条件で
あるべきと考えます。

リバーサイドで静かにお稼ぎ下さい。



大きな川が流れています。
少女が成長してもその流れ
は変わりません。
川の名はありません。
人はいつしか「リバーサイド」
と呼ぶようになりました。

River side



のどかな田園風景が広がるその川瀬
で住民達は魚を獲って生活をしてい
ました。
川瀬が一番漁獲が多いと人気です。
住民達はいつしかそれをトレンド
と呼ぶようになりました。
為替のトレンドとよく似ていますね。
川瀬とは川の底が浅く魚が見える
ポイントです。

River side

●●●●●



初めての体験

川瀬（為替）で魚を獲る事が初めての人で
あっても川底の浅いところに魚が連なってい
たら、すくうように獲れますね。子供の頃、
母に教わった魚の食べ方、父に教わった魚の
獲り方、この二つを知っていれば、一生魚を
獲って食べていけますね。為替で一生稼ぐ事
と全く同じではないでしょうか。

River side

EUR/USD 

EUR/JPY

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/JPYの下降で取引



※活用法は簡単です。

上のチャートの川瀬で
この様にトレンドが発生したら、下方の
チャートを確認するだけです。

３通貨が揃って同じ値動きをしていたら
EUR/JPYを取引通貨として選択します。

下方のチャートで緑（USD/JPY）
もしくはピンク（EUR/USD）のどちらか
がイエロー（EUR/JPY）と一緒の場合は
その通貨が取引対象通貨にになります。

EUR/JPYの下降で取引

EUR/USD 
EUR/JPY

EUR/JPY

USD/JPY

EUR/USD 
EUR/JPY
USD/JPY

EUR/USD 
EUR/JPY

×USD/JPY

EUR/JPY
USD/JPY

×EUR/USD 

取引通貨早見表

EUR/USD USD/JPYEUR/JPY



こちらが「リバーサイド」のチャートです。

①でトレンドを発見してワンタッチで・・・・・②ローソク足を出してトレードします。

下段は３通貨ペアの値動きです。３通貨が揃って上昇と下降の場合は・・・
無条件でEUR/JPYで取引することが整合性のある優位な取引になります。

１ ２



３通貨揃って上昇下降
の場合は・・無条件で

EUR/JPYです。

簡単！取引通貨決定の特別３ルール

EUR/USDとEUR/JPY
が揃って上昇下降の場合

無条件EUR/USDです。

１ ２ ３

USD/JPYとEUR/JPY
が揃って上昇下降の場合

無条件でUSD/JPYです。



ここがリバーサイドです。
初めてのFX
初めてのBO
どなたでも
リバーサイドの
トレンドは、
ひと目で分かり
ます。根拠は下
段３通貨揃って
下降しています。
取引は②と③の
ゾーンが一番有
利です。

２

３
1

２

３

４

River side



為替の世界もトレンドが
美しく展開する場面で取引
を行うのが稼ぐ鉄則です。

安全で確実であることが
投資に一番必要な事です。

どうぞ、リバーサイドで
お稼ぎを実感されて下さい。

１ ２

３ ４

５

River side



River side

シンプルなトレードとは
プラッシャーが殆ど掛ら
ない状態でお稼ぎになる
事です。

為替投資で一番難しいの
は勝っている時のやめる
タイミング「やめ時」です。

１回１万円の取引を５回
行い収益５万円になった
らすぐに「勝ちヤメ」す
べきです。

取引は短時間でも毎日行
って下さい。

勝ち癖を付ける・・・。
チャートに慣れる事が
稼ぐ大前提になります。



※商品内容 商品名 「リバーサイド」
テンプレート１本 インジケーター１1本
説明書付
※本商品のセールスタイプはダウンロード版
です。
※対象通貨 EUR/USD EUR/JPY USD/JPY
※サポート内容 （メールサポート１年間無料）
①期間はご購入日より１年間
②回数は無制限
③サポート方法はメール対応
他にサポートとして商品の無料アップロード、
セミナー研修会及びモニタリ ングや
学習会等のご案内及び開催を行っております。
※当該商品はFXCM社のMT4ソフトを
ダウンロード（無料）されてご利用下さい。
ご不明な点はお気軽にお尋ね下さい。
サポート★プラネット
support@tenplanet.com

価格¥35,600-
NEWHP開設記念★限定特別価格
価格¥17,800-

特別
プレゼント
ご購入者
全員

RSアプリ
スマホ
PC兼用

River side



通貨の配置において左サイドが主要通貨で右サイドが売買通貨で
す。為替レートは必ず右サイドの売買通貨を売るか買うか決めて左
サイド主要通貨を反対売買します。全ての通貨は売られた方が負け
で買われた方が勝ちになります。つまり左の主要通貨が買われたら
上昇右の売買通貨が買われたら下降・・・と、ここが通貨の値動きの
一番重要な点です。したがってユーロが買われたらすべてのユーロ
絡みの通貨は上昇します。なぜならユーロは主要通貨で常に左サイ
ドに位置しているからです。その反対に円は全ての通貨に対して右
サイドに位置していますので円が買われたら全ての円がらみの通貨
は下降します。このロジックは為替トレードで一番優位なロジックで
す。しかし、ドルは主要通貨に位置したり売買通貨に位置したりする
ので時として、往々にして迷う事になります。しかし慣れるとそれも自
然と理解が出来るようになります。それとは別に基軸通貨とは為替
のレートを決定する為に通貨の売買に必ずドルが絡むと言う意味で
の基軸通貨になります。ご自身のお考えの基軸通貨ではございませ
ん。ドルストレートとはドル円・ユーロドル・ポンドドルのようにドルと
直接売買を行う通貨です。それに対してユーロ円やユーロポンド等
はドルがそこに表示されません。しかし、ユーロ円の中身はユーロド
ルのレート×ドル円のレートなのです。これを称してドルに対するク
ロス通貨と呼びます。ここで初めて通貨の相関の言葉が出てきます。
つまりドルストレートのドル円とユーロドルはクロスする事でユーロ円
のレートが成立すると言う事になります。したがってドル円とユーロド
ルとユーロ円は繋がっていることになります。ここからが最後の仕上
げになります。ドル円が下がる・・・・円が勝ち ドルが負けユーロドル
が上がる・・ユーロが勝ち ドルが負けユーロ円が下がる・・ユーロが
負け 円が勝ち上記３点の勝ち負けを見ると・・・円が２勝でドルが２
敗でユーロが１勝１敗ですね。結論として・・円が２勝で最強 ユーロ
が２敗で最弱・・・つまり最強通貨と最弱通貨の通貨・・・円とドルつま
りドル円の下降はトレードに最も優位で最強で最適な通貨ぺアにな
ります。 （著作権）プラネットホーム無断転用禁止

為替投資の極意

アマでも為替の極意を会得すれば
一生喰えるでしょう。為替の極意と
は二点のみ、主要通貨と売買通貨を
覚える事と為替レートの計算方法を
覚える事です。これで通貨の相関が
会得出来ます。右のコメントが全て
ですが覚えるには大変ですね。そこ
で私共はアプリを開発しました。
まさに発明と言って過言ではありま
せん。ポンポンポンと入力すれば、
答えは一発です。今ここで試して
見て下さい。しばらくの期間下記の
下記のURLからご利用可能です。
クリックしてお試し下さい。

https://rsapp.planetin.jp/

EUR/USD    EUR/GBP   USDJPY

https://rsapp.planetin.jp/


ご購入方法

※直接ご購入頂く場合は
プラネットホームにお申込み下さい。

support@tenplnet.com

①お名前②メールアドレス③お電話
④商品名（リバーサイド）と記載
して下さい。

※カード決済をご希望の場合は

下記のプラネットイーショップ
からお申込み下さい。

その場合は新規ご入会のご登録
をお願い致します。

プラネットイーショップ

River Side | 為替とPlanet Home 
(planetin.jp)

商品は11月15日発送です。

mailto:support@tenplnet.com
https://planetin.jp/river-side


どんな仕事でも習う
事が大切です。
プラネットホームは開設以来23年間為替相場
のチャートの企画・開発・制作を行うかたわ
ら勉強会やセミナーや富士河口湖合宿と為替
教育に励んできました。
コロナ禍にあっては２年余り毎週メールによ
るセミナーを開催しています。
専属トレーダーの育成に現在15名のトレーダ
ーが毎晩学習と実践を行っております。
お金を稼ぐ仕事で一番大切なのは実践と
学習を併用することではないでしょうか。

投資の世界は収益と損失が背中合わせと世間
では言われますが、投資はリスクの回避を優
先すべきです。仕事には対価があるように
投資も習って行えば対価が得られます。
どうぞ、習いながらトレードして下さい。



River side ５ルール

① 川に落ちない事。
② ３通貨同時上昇・下降時は

EUR/JPYをトレードの対象にする。
③ イエロー＆ピンク同時進行はピンクの通貨

EUR/USDをトレードの対象にする。
④ イエロー＆グリーン同時進行はグリーン通貨

USD/JPYををトレードの対象にする。
⑤ 迷ったらアプリをポンポンポンと叩く事。

※ご報告
他の通貨ペアの制作のご要望は承ります。

（例）① AUD/USD  AUD/JPY   USD/JPY
② EUR/GBP   EUR/USD  GBP/USD
③ GBP/USD   GBP/JPY   USD/JPY



ご不明な点はお気軽に
サポート★プラネットに
お問合せ下さい。

suppor@tenplnaet.com

サポートとして製品の無料アップ
ロード（２年間）セミナー研修会
及びモニタリ ングや学習会等を開
催しています。

どうぞ、ご活用下さい。

ご一緒に稼ぎましょう。 Planet home

riverside_fx_bo_investment.pdf

mailto:suppor@tenplnaet.com

