
ＭＴ４を知らない方は・・・８名おられました。 
超初心者が為替投資において最短最速で稼ぐには… 

どうすれば良いか・・・５０名の皆様に挑戦して頂きました。 
 

『通貨の相関』を覚えて頂ければ最も早く成果が 
得られるのですが・・・相関と聞いただけで 

難しそう・・・・。 
そこで『超初心者教室』では複数の通貨ペアを 

『シンクロ』することを提案しました。 
 

少しだけ『超初心者教室』をのぞいて見て下さい。 
 

サポート★プラネット 

『超初心者教室』の成果を公開します。 



シンクロ 
（二つ以上のタイミングが合うこと） 

『超初心者教室』で実証された 
※ シンクロの心得 ※ 

※ゼロから学びながら最短最速で収益を上げること。 
※年齢性別学歴不問為替投資で資産形成すること。 
※為替で稼ぐには通貨の相関のシンクロを知ること。 
※稼いだ収益は浪費せず更なる収益に向けること。 

 ※有頂天にならずシンクロ投資を毎日実践すること。 



『超初心者教室』開催しました。 
  
‘１６年１０月開講『超初心者教室』ご参加の 
皆様は３ヶ月後、無事ゴールしました。 
全員完走、感動的な成功を収めました。 
  
超初心者として記録的な成果は 
参加者の熱意と学習意欲がすべてです。 
  
全員から頂いた「感謝メール」には 
個々の苦労や喜びが満ち溢れていました。  
凄い頑張りに敬服致します。 
  
初心者に『超』が付いてのスタート、 
投資もＭＴ４も初めての方がおられて 
正直サポートの私共も不安が一杯でした。 
 
それが見る見る内に成果が現れ初心者 
としてこれ以上の稼ぎが有ってはならない 
とストップを掛けたほどの勢いでした。 
  

※成果は下記の通りです。 
  

200万円超・・・・  18名 
150万円超・・・・・  2名 
100万円超・・・・    6名 
50万円超・・・・・・・5名 
30万円以下・・・・19名 

  
取引期間：約3ヶ月間  
おめでとうございます。 

 
 
今回お稼ぎになったお金の使い道を 
アンケートさせて頂きました。 
  
※年末年始の海外旅行費（ハワイ） 
※新車購入資金に充当（アウディ） 
※ローレックスの時計購入（プラチナ） 
※国内の温泉旅行（箱根） 
※大型テレビジョンの購入（４Ｋ） 
※金の延べ棒 
  

等々でした。・・・・ 
 



 
※好成果の理由 
『シンクロ実戦と検証』の徹底 
検証は取引の開始前後３０分間行い 
実戦に入ったのが一番の理由です。 
『シンクロ』複数の通貨の取引 
時間をシンクロさせ一目でエントリー 
ポイントが分かるインジケーターです。 
シンプルで至って簡単な方法です。 
『勝ちパターン』と『通貨の相関』を 
利用して稼ぐには最適です。 
是非、今後とも継続して下さい。 
※残された課題 
主要マーケットの時間帯を認識する。 
為替の基本・通貨の相関を理解する。 
異なるローソク足の値動きを把握する。 
収益目標値の設定と進捗を確認する。 
収益・損金・自己資金を徹底管理する。 
※個人の課題 
学習しながら稼ぐを基本にする。 
シンクロ検証は取引が無い日も実行する。 
ＦＸの取引を併用出来るように学習する。 
世界のニュースに関心を寄せる。 
 

※余談（サポートから） 
 

今回お稼ぎになったお金の使い道を 
アンケートさせて頂きました。 
※海外旅行費（ハワイ） 
※新車購入資金に充当（アウディ） 
※ローレックスの時計購入（プラチナ） 
・・・・・等々でした。 
『超初心者教室』の目的とズレがあります。 
３ヶ月（最短最速）で２００万円以上 
お稼ぎの方に申し上げたいのです。 
投資家にとって『たかが２００万円・・・』 
『なんで浪費してしまうのか』・・・・と 
本当に稼ぐ投資家は最短最速でお金を 
殖やすことに専念します。 
つまり２００万円以上の収益を次の 
１０００万円の収益の為に投資すべきです。 
１０００万円を５０００万円にして更に 
１億円にして次なる投資に向けるべきです。 
２００万円の収益は『生き金』として 
次の投資に向けるのが『超初心者教室』 
の一番の目的でした。  
いずれにしても稼げる術を『シンクロ検証』 
で会得されたのですから、今後は『投資家』 
に徹して下さい。 



「シンクロ」で「実践と検証」 
学びながら稼ぐをモットーとする。 



その① シンクロとは 
 

左の３場面のチャートを 
同時間に 

シンクロさせれば 
知りたい『勝ちパターン』

を一発で 
確認出来ます。 

 

右の通りです。 
エントリーポイントは 
どこかが一目で 
分かります。 

理屈より目で確認します。 

シンクロするだけ 



平均足 

ローソク足 

平均足＋ローソク足＝シンクロチャート 

シンクロの正体は 

エントリーポイント 



その② 『勝ちパターン』 
  同時刻の二つの通貨で同じパターンを確認 

『超初心者教室』の成果はこのチャートからです。 



その③ マーケットの時間帯で 
組み合わせを有効的に変更する。 

東 京                ロンドン             ニューヨーク 
８：００                 １６：００              ２２：００ 

実需と投機でマーケットの値動きは変化、東京とロンドンでっ逆転ＮＹは再逆転します。 
但し、世界的な事案については一辺倒な値動きになります。 



その④ 『勝ちパターン』に逆パターンも 
為替の基本は通貨の相関性逆パターン成立します。 

 『逆パターン』の相関性の強い通貨ぺアを組み合わせれば連勝も可能性大です。 
 ドル売りが強ければユーロ買いが強くなり結果的に双方は逆パターンになります。 



その⑤ 『勝ちパターン』はここにも存在します。 
ユーロドルとユーロ円は相似形『勝ちパターン』です。 

相似形のパターンは一目で分かります。 



    その⑦ シンクロ実戦とは（順作用） 
二つの通貨ペアの相関を活かしてトレードする。 

順作用が働くユーロドルとユーロ円 

エントリーポイントは矢印です。 



    その⑧ シンクロ実戦とは（逆作用） 
二つの通貨ペアの相関を活かしてトレードする。 

逆作用が働くドル円とユードル 

エントリーポイントは矢印です。 



    その⑨ シンクロ実戦とは（順作用） 
二つの通貨ペアの相関を活かしてトレードする。 

順作用が働くユーロドルとユーロ円 

エントリーポイントは矢印です。 



為替の値動きには通貨の相関の整合性があります。 

円が一方的に売られてドルがユーロよりも買われている状況 
だからドル円・ポンド円・ユーロ円でエントリー可能 



稼げるポイントはココ！ 

実戦と検証に役立ちます。 
学びながら稼ぐに最適！ 



平均足の継続の中でトレンドを確認。 

ノーマル足でエントリーポイント確認 

平均足のミドルの足が揃い 
 継続する場面が狙い目です。 



相似形は確認できますか？ 

有効的に活用できました。 

超初心者教室で『コアラ』をシンクロして実戦しました。 

エントリー 
ポイント 

ＵＳＤＪＰＹ 

ＧＢＰＪＰＹ 

ＵＳＤＪＰＹ 

ＥＵＲＪＰＹ ＧＢＰＪＰＹ 

ＵＳＤＪＰＹ 



相似形は確認できますか？ 

有効的に活用できました。 

ＵＳＤＪＰＹ 

ＧＢＰＪＰＹ 

ＥＵＲＪＰＹ 

ＧＢＰＪＰＹ 

超初心者教室で『カンガルー』をシンクロして実戦しました。 

ＵＳＤＪＰＹ 

ＵＳＤＪＰＹ 

エントリー 
ポイント 



『コアラ』に『シンクロ』簡単に設定可能 



現在ご利用中のコアラとカンガルー 
に『シンクロ』できます。 



チャートによる比較 

１分足＋５分足 ノーマル足 平均足＋ノーマル足 



『シンクロ』 ご利用方法 

『 シンクロ 』 
インジケーター 

ＭＴ４に貼り付け 

チャートに設定 

わずか３分で簡単に設定できます！ 

現在ご利用中のチャートにも設定可能です。 

即利用 



なぜ「シンクロ・チャート」は凄いの？ 
平均足とノーマル足を組み合わせたからです。 

平均足 ノーマル足 
高値 

終値 

始値 

安値 

期間中の始値と 
高値と安値と 
終値の平均値 

１本前の 
始値と 
終値 
の平均値 

ノーマルなローソク足で 
直近の値動きを確認し 
平均足でトレンド（継続） 
の判断を可能にします。 

平均足の継続の中に
ノーマル足（ローソク
足） 

の押し目・戻し値をエン
トリーポイントに活用す
ることも有効です。 

陽線 



 study①

子この場面はあなたならどうしますか？ 

ＵＳＤＪＰＹ・ドル円はドルが買われて上昇でしょうか？ 
ＥＵＲＪＰＹ・ユーロ円はユーロが買われて上昇でしょうか 
ＧＢＰＪＰＹ・ポンド円はポンドが買われて上昇でしょうか？ 
答えは『ＮＯ』です。 
 
ドル円・ユーロ円・ポンド円に共通する通貨は『円』です。 
この場面は『円が売られたから』３通貨が上昇したのです。 
これが通貨の相関です。 
マーケットが円高や円安に振れている時にこの場面は 
往々にして見られます。安心して取引が可能です。 
東京・ＮＹのマーケットの時間帯に頻繁に見られます。 
 
ドル円・ポンド円・ユーロ円のどの通貨がベストエントリー 
でしょうか？理由を述べてお答え下さい。 
答えは『ＵＳＤＪＰＹ』 ドル円です。 
理由はＢＢバンドの収縮が一番だからです。 
エントリーポイントはズバリ！ドル円の赤の矢印です。 
本来、押し目を利用したいところですが、ありません。 
平均足を確認して大きくなったのでチャンスにします。 



 study②

子この場面はあなたならどうしますか？ 

ＵＳＤＪＰＹ・ドル円はドルが売られて上昇でしょうか？ 
ＥＵＲＪＰＹ・ユーロ円はユーロが売られて上昇でしょうか 
ＧＢＰＪＰＹ・ポンド円はポンドが売られて上昇でしょうか？ 
 
答えは『ＮＯ』です。 
 
ドル円・ユーロ円・ポンド円に共通する通貨は『円』です。 
この場面は『円が買われたから』３通貨が下降したのです。 
 
マーケットが円高や円安に振れている時にこの場面が 
往々にして良く見られます。安心して取引が可能です。 
東京・ＮＹのマーケットの時間帯に多く見られます。 
 
ドル円・ポンド円・ユーロ円のどの通貨がベストエントリー 
でしょうか？理由を述べてお答え下さい。 
答えは『ＵＳＤＪＰＹ』 ドル円です。 
理由はＢＢバンドのアングル（角度）が一番だからです。 
エントリーポイントは戻りの次、ドル円の赤の矢印です。 



 
  
 

『超初心者教室の声』 （お礼メールから） 

横浜Ｈ・Ｔさん 
 
まさかトップになれるなんて 
思いもよりませんでした。 
２７５万円は奇跡かも知れません。 
１年前、わずか３ヶ月で挫折して 
あきらめていました。超初心者な 
ので教わるままに無我夢中です。 
先生のご指導のお陰です。 
何が起きたか信じられません。 
本当に有難うございました。 

茨城Ｓ・Ｙさん 
 
高年齢（７７歳）なので投資は 
あきらめていました。 
しかしグラフが上昇下降するのが 
面白く、何とか稼げないかと試行 
錯誤していました。ようやく光明が 

見えました。通貨の相関は為替の
原点なのですね。思いがけず稼げ
て有り難い思いでいっぱいです。 
なんとお礼すれば良いでしょうか。 

千葉Ｔ・Ｔさん 
 
主婦なのでパート代くらい稼ぎた
いとズーといつも考えていました。 
何度も挑戦するのですが毎回 
負けてパート代を失くしました。 
『パート代程度稼げればの気持ち 
では１円も稼げません』と先生に 
言われてハッと気づきました。 
３ヶ月で９８万円は最高記録です。 
正直怖いくらいですが頑張ります。 

沖縄Ｓ・Ｈさん 
 
超初心者教室の上位にいました
が妻の介護で集中出来なくなりま
した。それでも２００万円は超えま
した。我が家にお金が降ってきた 

と・・・妻も病床で喜んでくれました。
一番嬉しかったです。これから 
慎重にかつ勇気を持って臨みます。 
引き続きご面倒を見て下さい。 
本当に本当に有難うございました。 

※超初心者教室の成果 
 

200万円超・・・・  18名 
150万円超・・・・・  2名 
100万円超・・・・    6名 
50万円超・・・・・・・5名 
30万円以下・・・・19名 

高知Ｔ・Ｋさん 
 
有難うございます。涙が出るほど
嬉しいです。半年前、勉強もしない
でいきなり３００万円負けて自分が
情けなくて死のかと思いました。 

超初心者教室で教えて頂いたこと
は一生の宝物にします。 
為替は単純ながら深いですね。 
教室を続けて頂けませんか？ 
授業料払います。お願いします。 



『シンクロチャート』 特別ご提供 

わずか３分で簡単に設定できます！ 

現在ご利用中のチャートにも設定可能です。 

シンクロチャート 定価２４,８００円 （プラネットで初めてご購入の場合） 

シンクロチャート 
 会員特別価格 特価１８,８００円 （シンクロチャート一式） 

カンガルー＆コアラ 
インジケーター設定 特価１２,０００円 （シンクロのインジケーター代金） 

設定は簡単です。 

------------------------------------------------------------------------------ 
プラネットホーム         事業本部   
サポート★プラネット   support@tenplanet.com 
------------------------------------------------------------------------------- 

お問い合わせ先 

発送は１月１６日（月）１３ 時です。 

発売は１月１０日（火） 

mailto:support@tenplanet.com


裁量取引の検証には『シンクロ』は 
絶対『必需アイテム』です。 

ＧＢＰＪＰＹ 
ＥＵＲＪＰＹ 

ドル円の 
トレンド 
発見！ 

その時、
他の通貨
の動きは 

ＥＵＲＵＳＤ 

ＵＳＤＪＰＹ 

前半は円とユーロが弱くドル 
が強い為、ドル円の上昇、 
正反対にユーロドルの下降 
です。通貨の相関による 
整合性がとれていますね。 
 

後半は円とユーロが強くドル 
が弱い為、ドル円の下降、 
正反対にユーロドルの上昇 
です。通貨の相関による 
整合性がとれていますね。 

イエローのマルが 
見事に正反対になって 

います。これが『予兆』 
です。高額取引可能！ 



トレンドにメリハリが有れば、 
通貨の相関に整合性が生まれ 
相似形のチャートに  なります。 

ＵＳＤ ＪＰＹ 

ＥＵＲ ＵＳＤ 

ＥＵＲ ＪＰＹ 

ＧＢＰ ＪＰＹ 

ＵＳＤ ＪＰＹ 

ＧＢＰ ＪＰＹ 

ＥＵＲ ＪＰＹ 

ＥＵＲ ＵＳＤ 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成！
の可能性大 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成！
の可能性大 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成！
の可能性大 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成！
の可能性大 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成！
の可能性大 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成の
可能性大！ 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成の
可能性大！ 

為替は通貨の売買です。 
左サイドの通貨が買いで上昇・ 
売りで下降、右サイドの通貨は 
その逆になります。その整合性がチャートに 
反映されておればトレンドが形成されます。 
「トレンド」その前に小さな動きが２本バンド 
の外側に推移していればトレンドのチャンス 
が生まれます。こんなに分かり易い投資は 
他に有るのでしょうか。まるで為替は投資の 
太陽のような存在です。 

ドルとユーロは 
世界の２大通貨 
ドル円とユーロド
ルが正反すれば 
トレンド形成の
可能性大！ 



※商品内容：テンプレート４本USDJPY/EURJPY/GBPJPY/EURUSD 
    インジケーター６本 説明書（ＰＤＦ）  
       『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。 
 

 『シンクロ』   

価格２４,８００円  

【投資に係るリスクおよび手数料について】 
当商品は、著者と同じような利益が出ることを 
保証するものではありません。 
株取引は価格変動リスクを伴いますので、 
場合によっては損失を被る可能性があります。 
株取引には取引業者の売買手数料がかかります。 

【環境設定】 
OS： Windows7,8,10 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） 



『超初心者教室の講座』 抜粋 
 
トレーダーが『稼げるスキル』を高めるに最適な方法 
は『検証』です。 
しかし、一般的に『検証の方法』は知られていません。 
理由は最適な『インジケーター』とその『利用方法』が 
ご紹介されていないからです。 
プロの間でも言わば『シークレットゾーン』ですね。 
『利用方法』は難解でなく誰でも簡単に理解できます。 
『トレンド』を一例に上げて少しご説明しますね。 
『稼げないトレーダー』はトレンドの『形成』に目が向き、 

『稼げるトレーダー』はトレンドの『予兆』に目が向けま
す。 
トレンドの『終息』はどちらのトレーダーも同じです。 
トレードで肝心なのは『予兆』を知ることです。   
『予兆』と『予想』は異なります。 

地震学者が統計に基づき３０年以内に地震が起こる
と言うのが予想であり『ウナギ』が目の前で騒いだり 
鳥が消えて、いなくなったりするのは地震の『予兆』 
です。 
例えが余り適切ではなく無理がありますね。（笑） 
予兆は現実的に事が起こる前の動きとご理解下さい。 
トレードにおいて『予兆』が分かればどなたでも 
エントリーポイントを『待ち受ける』事が出来ます。 
この『待ち受ける』がトレードの肝と言えます。 
事前にポイントが分かれば自信の取引ができます。 
自信が有れば『高額な取引』に挑戦も可能です。 
１回の取引が千円では月間１００万円稼ぐのは 
取引回数と勝率の双方を高めなければ困難です。 
しかし予兆のスキルが有れば少ない取引回数で 
高額取引による大きな収益を得ることが可能です。 
実際にお稼ぎの皆様のそのほとんどは、取引回数 
は少ないのが現実です。 
だから勝てるのです。 
だから稼げるのです。 
  

『予兆のスキル』に興味はありませんか。 
最短最速で『稼げるスキル』をアップさせるには 
過去チャートの検証が一番有効です。 
当然『予兆』にも失敗が有りますので精度を高める 
ことが予兆のスキルアップに求められます。 
超初心者教室の課題はいきなり本題から入ります。 
『予兆のスキル』を高めるには手っ取り早い方法と 
して 『１００例の予兆 』 をスクラップすることです。 
パソコンに２時間もしがみつけばスクラップ完成です。 
まずは超初心者教室開講の１週間以内の宿題です。 
長い人生のわずか２時間を頑張って集中して下さい。 
方法は下記に記載しました。 
高齢だから・・・・・・・ 
主婦だから・・・・・・・ 
ＰＣ苦手だから・・・・ 
そんな言い訳は超初心者教室では通用しませんよ。 
それを覚悟で応募されていますね。 
『１００例の予兆 』 を求められたら『２００例の予兆 』 
を探すくらいの気概が無ければこの世界では生き 
残れませんよ。（笑） 
『シンクロ』のチャートはすでにご送付して有りますので 
早速始めて下さい。 
将来においてと言うよりも最短最速で稼ぐには 
『とてつもなく大きな財産になります』と断言します。 
下記のように時系列に検証を行い認識するのです。 
時系列は漠然とではなくマーケットの時系列です。 
マーケットの時系列とは・・・・。 
東京マーケットの場合  ７：００～１６：００ 
ロンドンマーケット   １６：００～２４：００ 
ニューヨークマーケット  ２１：００～ ５：００ 
  
為替には株のように証券取引所はありません。 
概ね各国のビジネスタイム（働く時間）になります。 
マーケットの国の通貨の取引量が当然多くなります。 
したがって『予兆のパターン認識』とマーケットの 
時間帯別通貨ペアの認識がカギになります。 



 
※同一のパターン認識（同一方向認識） 
 ドル円とポンド円（東京マーケット） 
 ドル円とユーロ円（ロンドンマーケット） 
 ユーロドルとユーロ円（ロンドンマーケット） 
※逆転のパターン認識（反対方向認識） 
 ユーロドルとドル円（ニューヨークマーケット） 
４本の通貨ペアのトレンドから『予兆』を確認します。 
『予兆』の認識力こそが『稼げるトレーダー』の最大スキルです。 
誰もが知りたくも知り得ない 
稼げるパターンを知り得たら・・・ 
どんな高額な取引でも自信が持てます。 
勝てる見込みが有れば経済的自由の『目標』も達成出来ます。 
皆様は『初心者』です。 
それも『超初心者』です。 
為替もＦＸもバイナリーもその本質は分かりません。 
しかし誰よりも「稼ぎたい」気持ちは大きい筈です。 
ならば最短最速で『稼げるスキル』を最初に身につけて下さい。 
『なぜ稼げるか』の理論は後付けにしましょう。 
まずは稼いでから理解すれば良いことですから。 
 

プロもアマ問わず『検証』はトレーダーにとって重要です。 
ＭＴ４にはＥＡを最適化する為の 
ストラテジーテスターがあります。 
ストラテジーとは投資の具体的戦略のことです。 
投資の具体的戦略の為に検証を行い利益を得るのです。 
裁量取引の検証には『シンクロ』は絶対『必需アイテム』です。 
なぜなら、チャート（通貨ペア）は個別ですので現在値は 
オートスクロールで同時表示できますが、過去の検証は 
個別に手動で移動しなければなりません。 
それを１発で同期させるのが『シンクロ』です。 
ドル円  ポンド円  ユーロ円 ユーロドルの４通貨に 
『シンクロ』のインジケーターを忍ばせておけばドル円を 
少し動かしただけで他の通貨ぺアは連動して動きます。 
更にポンド円を移動すれば他の通貨ぺアは連動して動きます。 
同様にユーロ円もユーロドルも少し動かしただけで 
すべての通貨ぺアがシンクロして瞬時に移動します。 
したがってどの通貨ペアのトレンドでも同時に他の 
通貨ペアの動きがその時点で把握できるのです。 
今回はそのトレンドを発見して（一目で分かります） 
その前の予兆を観察するのです。 
トレンド同士の通貨ペアには共通項は必ずあります。 
それを『予兆』と捉えてスクラップして下さい。 
しつこく申し上げます。（笑） 
例えば１月５日の１６時のドル円のチャートを 
マウスで移動するだけで他の通貨ペアも 
引きずられて同日同分同時間に表示されます。 
その値動きは通貨の相関も含めて 
数秒で観察・検証が出来ます。 
聞き慣れない言葉が有れば最初に覚えて下さい。 
新規に事を始めるには気持ちの上で絶対に 
拒絶反応を示さないことです。 
『すべてがウェルカム』喜んで引き受けて下さい。 
それでは、まずは稼ぐことから始めて下さい。 
期待しております。 
 

サポート★プラネット 超初心者・応援係より 

その部分を「Windws」の「Snipping Tool 」を使って 
「スクリーンショット」を「キャプチャー」して下さい。 
 少し難しいですか？ 
『要は画像を切り取ってスクラップして下さい』 
マイクロソフトのワード（Microsoft Word )に貼って下さい。 
このスクラップこそが『稼げるスキル』の基になるのです。 
この行為こそが『学びながら稼ぐ』最大のポイントです。 
最短最速で稼ぐ為の『超初者教室』です。 
頑張って下さい。 

『良いですか・・・・・検証の方法とは・・・・・』 
まず始めに今回ご購入の『シンクロ』で 
異なるチャート（ドル円とポンド円）の 
時間をさかのぼって下さい。 
そこに全く同一の『トレンドパターン』が確認出来ますね。 
確認出来たら・・・そのトレンドの前を比較して下さい。 
まるで計ったように、ほとんど同じ現象が起きています。 


