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優勝３８６５万円 
秘訣を公開します。 
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目先の利益を追うのは安易でしょうか？ 
 

「目先の１０万円よりも未来の１０００万円」を選択した方が投資家として成功
すると世間では言います。 
しかし、目先の１０万円の積み重ねが将来の１０００万円に繋がるとしたら、 
一日３万円でも５万円でもコツコツと積み重ねて月間６０万～１００万円に 
すべきではないでしょうか？ 
 
１ヶ月間のデモトレードコンテストの結果、参加者145名のトップが3865万円で
上位１０名様が３０００万円超えました。 
最下位は３８２万円・・・・ 

デモトレードだから緊張感も恐怖感もないから・・・と言うご意見も頂きます・・・
その通りです。負けても痛みの無い投資は投資にあらずかも知れませんが、
１ヶ月で３０００万円以上は年間で３億６千万円にもなります。 
つまり・・デモとは言えリアルに勘算して半分と見積もっても１億８千万円 
その可能性は充分に秘めている訳です。 
 



順位 ご氏名 県別 月間収益額 対象取引 

第１位 Ｓ・Ｋさん （鹿児島） 3865万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第２位 Ｔ・Ｓさん   （熊本） 3650万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第３位 Ｙ・Ｙさん  （埼玉）  3300万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第４位 Ａ・Ｔさん  （大阪） 3260万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第５位 Ｓ・Ｓさん （千葉）  3150万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第６位 Ｔ・Ｋさん  （青森）  2960万円  （   ＦＸ   ） 

第７位  Ｙ・Ｔさん  （沖縄） 2780万円  （   ＦＸ   ） 

第８位 Ｏ・Ｓさん  （長野） 2590万円  （   ＢＯ   ） 

第９位 Ｍ・Ｋさん  （千葉） 2340万円  （   ＦＸ   ） 

第10位 Ｈ・Ｌさん  （岡山） 2150万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第50位 Ｙ・Ｔさん  （北海道） 635万円 （   ＢＯ   ） 

第80位 Ｆ・Ｎさん   （沖縄） 525万円 （   ＢＯ   ） 

第100位 Ｔ・Ｍさん  （福井）  483万円 （ＦＸ＆ＢＯ） 

第120位 Ｆ・Ａさん  （福島）  450万円 （   ＢＯ   ） 

第130位 Ｈ・Ｔさん （高知）  448万円 （   ＢＯ   ） 

第145位 Ｇ・Ｊさん  （群馬）    382万円 （   ＢＯ   ） 

第 ７ 回 デモトレ・コンテスト  プラネット杯  ２０１９年２月 



「デモトレードコンテスト」の優勝者は３８６５万円の成績を上げた鹿児島在住 
５６歳Ｓ・Ｋさん男性でした。    
 
「おめでとうございます」 
 
ＦＸ歴３年・ＢＯ歴１年、年収１２００万円、勤務先の倒産をきっかけに為替投資 
の世界に・・・・お先真っ暗の状態の中で唯一出来ることはトレーニングとばか 
り毎日、為替のデモトレードに励んだそうです。しかし最初は成果に結び付か 
ず・・・・思い余って横浜みなとみらい勉強会に参加、トレーニング方法を学び 
２年目からようやく成果が出始めて現在はＦＸとＢＯでお稼ぎです。 
ご自分の性格は気弱なので人と接する仕事よりも研究職が好きとのこと 
勤務先の倒産以来、環境を変えることから始めて再起に成功された無類の勉 
強家です。 
 とかく、初心者の皆様はデモトレードは軽視されがちですがトレーニングを積 
まずに本番を迎えるのは少し無謀かも知れません。 
本業にせよ副業にせよ稼ぐ事が目的ですので成果をしっかり出す為にデモに 
よる検証は常に行なっていきたいものです。 

環境を変えることから始めて再起に成功 



優勝３８６５万円の秘訣 

① 複数のＴＺで同時取引 
 
② 買い増しＳＴ作戦 
 
③ 至近遠近で見るＰＣチャート 
 

ＴＺ（Trends zone）トレンドゾーン 

ＳＴ（Ｓｃａｌｅｔｒａｄｉｎｇ）スケールトレーディング 

ＰＣ（Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ Ｃｈａｒｔ）パーセクティブチャート TrendStar 



① 複数のトレンドゾーンで同時取引をすれば成果を
上げる可能性が非常に高くなります。 その理由はトレ
ンドが発生する根源には通貨同士の相関性が強く関係
するからです。例えばドル円の上昇は円売り・ドル買い
によるものです。同時にユーロドルが上昇ならば通貨の
相関性でユーロ円は１００％上昇になります。 
この相関性はグーチョキパーのジャンケンのように・・・ 
１００％の確率ですので誰も疑う余地は有りません。 

為替の世界ではひとつの通貨ペアだけがトレンドが発生
する事は有り得ないので、トレンドが発生している通貨
ぺアを並べてその中で最強の通貨ぺアを選択すれば優
位になります。３本の通貨ぺアを同時に表示する事で最
強通貨ぺアを確定する事はプロでなくとも超初心者の方
でも簡単に選択する事は可能です。 

複数のＴＺで同時取引 

ＴＺ（Trends zone）トレンドゾーン 



② 買い増しＳＴ作戦とはＦＸにおいて買い（上昇）で取引を開始した途端、逆に
売り気配が濃厚でどんどん値動きが下降した場合、あえて買い増す事で平均
の購入価格の単価を下げて上昇した際の利ザヤを稼ぐ方法です。 
１００％上昇のエビデンス（根拠）があれば良い手法ですがその確率性が無い 
ならば、それはギャンブルでしかありません。 
バイナリーにおける買い増しはそれとはまったく異なります。 

開始した取引が狙い通りに下降したならば、あえて取引の完了を待つのではな
く他の通貨ぺアのトレンドやアングルや値動きの位置を確認して条件が揃って
おれば確信を持って更に下降を買い増して収益を上げる方法です。 

この上もない全ての条件が揃ったトレンドであればひとつだけの取引に固執す
る必要は有りません。取引回数を多くして勝率を上げるよりも最良の条件の場
面で取引チャンスを増やすことこそが稼ぐ秘訣とも言えます。・・・でなければ、
わずか１ヶ月間のデモトレードで３８５６万円の数字を叩きだせる訳がありませ
ん。 

買い増しＳＴ作戦 

ＳＴ（Ｓｃａｌｅｔｒａｄｉｎｇ）スケールトレーディング 



③ 至近・遠近で見るＰＣチャートとは通常一般的な為替チヤートのサイズはイン

ジケーターを採用して拡大します。拡大はすることでより誇張されてトレンドが強
調されます。その逆に値動きの全体が見えなくなる恐れもあります。ならば拡大
するなら思いっきり拡大して３通貨ペアの値動きを同時に観察すれば良いと逆 

転の発想をしました。しかし、それだけでは大局的な判断のできない『井の中の
蛙』になります。多くのトレーダーが失敗する例です。 
ＭＴ４の最初の画面に表示されるチャートは素（す）のチャートと呼びます。 

当方の専属トレーダーの教育に必ず利用します。ローソク足も立派なインジケー
ターですので素（す）のチャートで全体の相場の値動きを図ります。ここだけの話
ですが・・・専属トレーダー１０名はトレードの最終判断は常にこの素のチャートを
利用します。つまりワンタッチで遠近の両方のチャートを瞬時に切り替えます。 

どんなに優位なトレンドが発生していても相場を形成しているのは大衆の意志そ
のものです。大衆の意志が一定方向に傾いた場面がトレンドであるならばその
時間的な長さと勢いと結末を予測しなければなりません。世界中の投資家による
大衆は同じで視線で観察しています。自己の裁量よりも投資家の視線で相場を
考えれば値動きは見えます。その為に遠近両用チャートの活用は重要なのです。 

至近・遠近で見るＰＣチャート 

ＰＣ（Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ Ｃｈａｒｔ）パーセクティブチャート 



近くで見る！ 

トレンドが 
ひと目で 
分かります。 

TrendStar 



TrendStar 

遠くで見る！ 
 
簡単に 
ワンタッチ 
切り替え。 

 



同時に９本の 
値動きの 
トレンドが 
確認出来れば 
勝って当然の 
取引が 
可能になります。 

TrendStar 



３本がタバになったら 
最強トレンドの発生！ 

TrendStar 



トレンドを 
探す必要 
ありません。 

TrendStar 



トレンドが・・・ 
貴方を 
探します。 

TrendStar 



トレンドは目の前に 
あります。 

TrendStar 



どちらを 
選択しても 

ＯＫです。 

TrendStar 



出まくりの 
トレンドで 
一気に 
勝負です。 

TrendStar 



この場面 
どこで勝負 
しますか。 

 

TrendStar 



みなとみらい横浜・「勉強会」でのご挨拶 
 
皆さん、稼ぐ為にはプロセスが必要です。 
どんな有効な商材を利用しても「為替の相関」を知らなければ勝てません。 
ドル円は上昇する理由はご存知ですか。 
まったくの素人が稼ぐには自動売買をお勧めします。 
理由は為替の学習もせず稼ぎたいと願うなら自動売買の方がましだからです。 
その代わり稼げるか稼げないかは他力本願になります。 
 
私共は賭けの定義として他力本願はギャンブルで自力本願は投資と位置付け 
ています。ギャンブラーは嫌いです。 
将来、為替で自立を目指したい方を当方は応援しています。 
まずは稼ぐ前に負けないプロセスを奨励いたします。 
 
負けない事がすなわち勝つ事に繋がります。 
負けを取り返すに３倍の労力と知力が必要です。 
３倍の労力と知力を負けない部分に注入すれば３倍勝つのと同じです。 
 
皆さんは、はっきり申し上げて学習が嫌いです。 
『勝った・負けた』のゲームで稼ぐのは大好きです。 
残念ですがそれでは為替は１００％負けます。 
１００％負ける世界では生き残れません。 



結果さえ良ければすべて良しとする結果至上主義やビギナーズラックで 
勝てたからこれでいけると思っては大間違いです。 
一生喰える保証はどこにもありません。 
勝つべくして勝つ、負けるべくして負ける、【 条件・理由・根拠 】が 
分かれば・・あなたは負けるべくして負ける場面でトレードをしますか。 
 
チャートは状況説明をする[担当者]としたならば状況判断をして最終決定を 
するのはあなたです。 
『それがトレードです。』 負ける人に限ってリペイント等を気にします。 
為替はご存知のようにマーケットは売買によって価格が成立しています。 
大きな売りに対してさらに大きな買いが入り絶えず上昇下降を繰り返します。 
取引一日５００兆円以上と分母の大きい世界で騙しなど通用しません。 
国力をもってして行なう「為替介入」すら簡単に飲み込まれるマーケット規模です。 
ちなみに東京証券取引所の一日の取引高は２兆円弱です。 
 
皆さん！チャートを探す前に自分は何者と自分を探して下さい。 
私もそうですが人間は実に自分に都合よく出来ています。 
まともに働いて１０年でようやく年収１０００万円になるのにＦＸを始めて１日２日 
で来年の年収は１０００万円にするぞ。 
チョット待って下さい、目標は良いのですが・・・・。 
あなたに１０００万円のスキルと経験は有るのですか。 
まず真っ先に必要なのは稼ぐ稼げないではなく専門家になる自覚と学習です。 



チャートはあなたの部下であり、あなたが上司です。 
アホな上司に仕える部下はどんなに有能でも活かされません。（笑） 
チャートに任せてチャートに従うのなら自動売買と同じではありませんか。 
経験は無くとも賢明なトレーダーになって下さい。 
どなたでもお稼ぎになることは可能です。 
最後に大事なお話をします。 
チャートから「状況説明」を受けてあなたはその場で判断を行います。 
勝てるトレードはそれでは・・『実は遅い』のです。 
 
意味深なお話で申し訳ありませんが、ココが勝ち負けの分岐点です。 
個人のスキルアップを図ると言うことは、『実は遅い』その部分を指しています。 
説明書で表現できないニュアンスですが本日はリアルトレードで 
その部分を「トレンドスター」を使って『生』でお見せしますので『得』とご覧下さい。 
 
尚、先般行なわれた「デモトレコンテスト２０１９」にご参加の１４５名の皆様の 
中から『リアルモニター』を募集して５０名の皆さんが現在奮闘中です。 
そのレポートはプラネットホームのホームページのブログの中でご紹介します。 
http://planetin.net/category/kawase_life/ 
 
さらに今回、新元号を記念して「トレンドスター」を特別公開させて頂きます。 
３００名様の限定販売です。 お早めにお申し込み下さい。 
 

http://planetin.net/category/kawase_life/


閑話休題 
 
１３年前、５名の有志から始めた勉強会、とかくトレーダーは孤独で 
あり個人投資家としての存在は社会的に理解頂けない状況が有ります。 
『私の職業はＦＸ』『私の職業はバイナリー』と声を大にして言えない 
環境も有ります。 
そんな中で目的を同じくする有志が一同に会する事に意義を感じこの 
会を主催して参りました。 
ＮＥＴによる価値観の多様性や変化が求められる時代であっても志を 
同じくする者同士が顔と顔を合わせて語り明かすのも一計ではないで 
しょうか。 
 
3.11東日本大震災の５日後、被災地に救援物資を背負って現地入りを 
果たした私共のスタッフ、そこで見た地獄絵は今でも脳裏を離れることは 
有りません。 
震災孤児の支援を中心にこの８年、プラネットのメンバーさんに多大な 
ご協力を頂き誠に有難うございました。 
 
今後とも『3.11 を風化させない』活動にご理解とご協力をお願い致します。 



トレンドが 
まるで魔法 
のように・・ 
出現します。 
まさに 
マジック！ 

TrendStar 



魔法のように 
出現するトレンド 
その秘密は・・・・・ 

TrendStar 



３本のラインが 
揃えば・・・トレンドです。 

TrendStar 



トレンドはドッチ？ 
Ａ Ｂ 

TrendStar 

or 



クロス・トレンド  
も狙えます。 
              （上級編） 

TrendStar 



トレンドスターの正体 
それは相似形のトレンドを発生させるロジックです。 

TrendStar 

相関性理論 



多くの人が個人投資家に憧れる理由の一つに「収入が青天井」という 
点を挙げられます。 
サラリーマンの収入はある程度、上限が決まっていますね。 
でも個人投資家の収入には上限がありません。 
青天井が大きな魅力ですから、個人投資家になるからには少なくとも 
サラリーマン時代の2倍は稼がないと成功とは言えないと私は思います。 
それなのに、サラリーマン時代年収800万円だった人が個人投資家になり、 
年収が半分の400万円になっても「まぁ生活できているから良いか」と、現状 
に甘んじている話をたまに聞くと、とても寂しい気分になります。 
あなたが個人投資家を目指すなら最終的にどれくらいの年収を目指すのか、 
まずは到達点を決めてください。「成功」とは時の運ではなく必然的に掴むも 
のです。 当方が推奨しているトレード手法は小さな資金からスタートし、 
そこから堅実に資金を大きくしていく手法です。 
いきなり数百万とか数千万稼ぐような派手さはないかもしれませんが、 
確実に実行していけば最終的には安定した生活を手に入れることができます。 
 「投資」とは、利回りを計算し確実に利益を得るということです。 
もちろん“投資”もギャンブル同様にリスクがつきものです。 
そのリスクも加味して最終的には確実に利益が残るよう運用するのが 
“投資”の考え方です。 
トレードをギャンブルと考えている人はやたら「勝率」にこだわります。 
トレードを“投資”と考えている人は「勝率」よりも「利回り」にこだわっています。 



もしあなたが「勝率」にこだわっているなら少し危険かもしれません。 
ぜひ、「利回り」に目を向けてください。 
例えばあなたの自己資金が100万円とします。 
一ヶ月で105万円に増やすのが目標なら月利5％ということです。 
月利5%を12ヶ月間続けたなら1年後に160万円になりますね？ 
ですから、年利は60%になるということです。 
バイナリーでは、年利60%程度の利回りを目標にしてもそれほど現実離れした 
数字ではありません。 ちなみに定期預金の年利（金利）は0.025%くらいなので 
バイナリーがいかに利回りが良いか分かると思います。 
ただし、近所のパチンコ屋へ行く感覚でＦＸやバイナリーに手を出すのは絶対に 
やめてください。 なぜなら、バイナリー業者はギャンブラーが大好きだからです。 
要するに、バイナリー業者からしてみればギャンブラー思考のトレーダーが一番 
のカモなのです。 為替マーケットは業者との相対取引です。 
こちらが得をすれば業者は損をし、業者が得をすればこちらが損をします。 
時を運に任せてギャンブルしてくれるトレーダーは持ち金を全て失うまで損をして 
くれます。 そして業者がその分だけ得をします。 
逆に、投資目的で堅実に取引できるトレーダーは無駄な損失を出さないので 
業者側は儲けられません。 
そのために業者は、「短期間で一攫千金が狙えます！」といったギャンブラー思考 
の広告を打ち出してギャンブラー達を誘い込むのです。 
でもここを読んでいるあなたはそんな業者の思惑に乗らないでください。 



『相関性理論』と聞くと学術的で難解に感じられますが内容は至ってシンプルです。 
『ドル円が上昇すればユーロドルが下降する』その理由を知ることで一生、為替で 
生活出来るとしたら、それは一生の「宝物」と言えるのではないでしょうか？ 
プロのトレーダーにはこの相関性理論は頭の中に叩き込まれています。 
プロ以上にアマが必要なのはこの相関性理論です。 
そもそも為替とは通貨の対戦によって成立します。 
 
「自分は“トレンドスター”を上手く使いこなせるだろうか？」 
という漠然とした不安を持たれているかもしれません。  
そこで、当方が責任を持って「1年間無料・無制限のサポート」を 
させて頂きますので安心してください。 
当方は、必要なものだけを渡して「はい、終わり」ということはしたくありません。 
あなたが稼げるようになるまで最善を尽くしてメールにてサポートします。  
「トレンドスター」を手に入れたあなたはもう一人で戦わなくてもいいのです。 
ぜひ当方を頼ってください。 

“トレンドスター”で成功を手に入れる覚悟ができた方は以下の手順で「トレンドス
ター」を入手してください。 
 
今回、新元号を記念して「トレンドスター」を特別公開させて頂きます。 
３００名様の限定販売です。  
お早めにお申し込み下さい。 



※商品名 『トレンドスター』 提供価格４８,０００円  
※商品内容：テンプレート４本 インジケーター１５本 説明書（ＰＤＦ全３０ページ付） 
      『ＭＴ４マイチャート制作法』（ＰＤＦ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。 
      当該製品のアップロード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。 
 

定価４万８千円 



 

※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。  
『サポート★プラネット』で設定のサポートをさせて頂きます。  
推奨ソフトＭＴ４  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）  
『BBpower』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。  



TrendStar 
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