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http://www.infocart.jp/e/48898/148722/ 
 
 
 
 

質問を PDF にまとめました 

 

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

 

 

セミナーの中でエントリーは●●●●の位置で、決済は●●●●ということでした。 

基本的にローソクが下降していっているとき、フィボナッチは上に 100%、下に 0% 

が表示されているので、●●●●●でエントリー、●●●●●で決済になるんだと思いま

す。 

 

たぶん私が見ているのは今からレンジという流れになっていくのかなと思うので 

すが、 

フィボナッチは上記の通り、上に 100%、下に 0%表示がされているまま、 

ローソクがいったん 0%をタッチして、再び上昇をはじめ●●●●をぬけて行っています 

。 

この場合、●●●●エントリー、●●●●●決済というエントリーはできるのでしょうか？ 

あくまで 38.2%への決済をする方向にしかエントリーはしないのでしょうか？ 

ちなみに現在の時刻は 4/30 13：20、AUD/USD にてこの状態になっています。 

 

ご回答よろしくお願いします。 

 

 

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

早速の回答ありがとうございました。 

50%からの値幅は、38.2%と 61.8%が同じということは理解していたのですが、 

この手法が「エントリーをする方向」も示唆されていて、●●●●の「方向」にしか 

エントリーできないのかと思い質問させていただきました。 
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あくまで●●●●よりローソクが下にあればロング、上にあればショートで、目標を 

●●●●を超えた●●●●●または●●●●●での決済でいいということですね。 

しっかり理解できました。ありがとうございます＾＾ 

 

昨日、早速いろいろエントリーしたのですが、結果からいうと 7 勝 2 敗、+70.9pips 

獲得できました。（デモですが） 

この結果には本当にびっくりしました。 

フィボナッチは反転場所が浅いところから●●●●●、ちょっと深めで●●●●、一番理

想 

が●●●●●か●●●●という認識だったのですが、 

つまり●●●●で入れと言われても「反転の場合があるのでは・・・」とエントリーに 

少々不安がありました。 

しかしおっしゃるとおりにエントリーをしてこの結果を見て、すっかり納得して 

しまいました。 

 

もうひとつびっくりしたのが損失額がものすごく小さいことでした。（損失は 2 ト 

レードで-11.8pips） 

●●●●でエントリーするのはあくまで勝率がいいだけなのかと思っていたのですが、 

結果から見て、勝率が高い上に、もし負けだった場合でも損失がかなり小さく抑 

えられるのではないか・・・という仮説に行き着きました。 

（つまり負ける場合は、値幅が小さいときということ） 

この結果に非常に感動しました。 

 

本日はちょっと時間がなかったので十分な取引ができなかったのですが、3 トレー 

ド 1 勝 2 敗でした。 

今日はご存知の通り、多くの国がメーデーで市場が休みだったので非常に値幅の 

無いレンジでした。 

やはり私の仮説はあっているような気がするのですが、ご意見いただけたら嬉し 

いです。 

近いうちにフィボナッチトレードセミナーを是非受けようと思います。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

--------------------------- 
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たびたび質問、失礼いたします。 

これは方法というわけではなく、テクニックになるかと思うのですが・・・もし 

FXEDGE さんのテクニックがあれば教えていただきたいと思い、メールさせていた 

だきました。 

 

１時間足でやっていると、思ったほど値幅がないこともあると思います。 

そんなときはエントリーしないことも手段だと思います。 

今回はとにかく練習と思い、指値で注文を入れ、その後に指値・逆指値決済の注 

文を入れています。 

MT4 はスプレッドが広いことは知っていたのですが、今回教えていただいた手法で 

あれば、MT4 上で注文をいれるのがやりやすいと思い、MT4 上でデモを実施してい 

ます。 

そこで今回デモでやっていて気づいたのですが、私の利用している MT4 ではスプレ 

ッドが 5pips もあるようです。 

またその決済注文の決済も、当たり前かも知れませんが、自分が指値した価格に 

スプレッド分が上乗せされたところでしか決済がされません。 

（いまさらそんなことに気づきました・・・） 

驚いたのは、上記の理由のため、ローソク足はタッチしてないのに逆指値が刺さ 

って決済されてしまいました。 

またフィボナッチは見事にそこまでで反転したりするので、見た目ではタッチし 

て決済されるように思われるのに、実際は大幅にその線を越さないと決済されま 

せん。 

 

デモではなく本番口座であればもっとスプレッドは小さくなるとは思うのですが 

、 

FXEDGE さんは特に気にされずチャート上に記された価格どおりに指値・逆指値を 

入れられますか？ 

一応、フィボナッチで表示される価格より 1mm くらい内側で指値をしたりしますが 

、なかなか刺さらなくどきどきしています。 

 

FXEDGE さんなりの考え方など、回答いただけましたら幸いです。 

 

 

--------------------------- 
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動画の中で利益を上げていらっしゃる方も日足を使っているということでしたが 

（ただこの方は 200SMA の手法を実践されていらっしゃる方のようですが）、 

私も昨日実践して、どうしても 1 時間足だとすぐに結果はでるものの、損切りもか 

かりやすいような気がしました。 

初心者セミナー講座の中で、「1 時間足で有効な手段」とおっしゃっていたので 1 

時間足限定で使っていましたが、 

これを日足で実践しても同じような効果が期待できるのでしょうか？ 

ライフスタイルや自分の性格から言っても、できれば日足で実践できるほうがい 

いような気がしています。 

 

ご回答よろしくお願いします。 

 

 

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

 

 

無事、動画拝見することができました。 

 

フィボナッチは以前から非常に興味があり、いろんな種類があるフィボナッチの 

ツール（リトレイスメント以外にもファンやアーク）については勉強していたの 

ですが、 

いざ実際のチャートに利用するとなると、知識だけではまったく意味がありませ 

んでした。 

この講座を受けて、初めてどうやって利用するかということが理解できました。 

今後もいろいろどうやって使っていくかが知りたいので、追加セミナー楽しみに 

しております。 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

----------------- 
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いつも質問意回答いただいてありがとうございます。 

掲題の件についてなのですが、ブログ（http://ameblo.jp/fxedge/entry- 

11611973669.html）と動画の説明に動画のカバーし切れていないもの（フィボナ 

ッチリファレンス・フィボナッチクイックスタートガイド・フィボナッチチェッ 

クリスト）を PDF にし、それをダウンロードするための URL をご紹介いただいてい 

るのですが、 

クリックすると、動画のページに移動します。 

 

紹介されている URL：http://eur.usdjpy.biz/index.php?webinarreplay 

 

このダウンロード用のページは既に閉鎖されているのでしょうか？ 

もし今でも DL できるのであれば、そのページを教えていただけますか？ 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

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

 

 

 

いつもお世話になっております。 

 

フィボナッチの数字について一点質問があります。 

フィボナッチの０%から 100％の間にある●●●●台の数字は業者によっていくつかあ 

ると思います。 

FXEDGE さんは動画の中で●●●●●●●といわれていますが、これは●●●●●にあわ

せたほうが 

いいのでしょうか。 

それとも各業者が提示する●●●●●●の数字をそのまま使っても問題ないでしょうか。 

 

いくつか引き比べてみましたそんなに差はないような気がしますがいかがでしょ 

うか。 

 

よろしくお願いします。 
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----------------- 

 

いつもお世話になっています。 

週末は勉強に費やしています。フィボナッチセミナープログラムは動画が充実し 

ているので、網羅するにはもう少し時間がかかりそうです。 

まだ始めたばかりなので、早く週が明けてデモでも実践するのが本当に楽しいで 

す。がんばります。 

 

早速ですが、また質問をさせていただきますので、回答お願いできますでしょう 

か？ 

 

1）今まで見た動画の中で何回もおっしゃられていたのですが、「仕掛けるのはよ 

く動く NY 時間がいい」ということでした。 

小さな時間帯でフィボナッチを引くのはその時間が最適なのがわかるのですが、 

たとえば日足や週足のフィボナッチトレードでも、状況を判断するのは NY 時間の 

直前に見てから仕掛けるのがいいでしょうか？ 

 

2）一般に重要指標の際は取引は控えたほうがいいと聞きます（指標トレードを除 

き）。 

フィボナッチトレードも短い時間であれば避けるほうがいいような気がしますが 

、 

a.重要指標前は短い時間のトレードは避けるべきでしょうか？ 

b.日足や週足のトレードでも気をつけるべきでしょうか？（終わってから仕掛け 

るなど） 

 

3）基本的にほったらかしができるのがフィボナッチトレードだと思うのですが、 

たとえば日足のトレードだったら FXEDGE さんは一日にいつ、何回監視されますか 

？ 

 

4）週明けのとき、月曜の午前中は窓空きなどがあったり、世界の市場が開いてな 

いこともあり、きれいな動きをしないイメージがあります。 

フィボナッチトレードでは月曜午前中などは特に気をつけることはありますか？ 

 

以上、よろしくお願いします。 
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---------------- 

 

いつもお世話になっています。 

毎日、有益なメルマガをいただいて、非常に勉強になっています。 

メルマガを拝読するようになって、無駄なトレードへの焦りみたいなものがなく 

なり、 

精神的にも落ち着いてきたように思います。 

これからいい報告ができるようにがんばりたいと思います。 

 

質問が出てきましたので、回答いただけましたら幸いです。 

 

1）いろいろフィボナッチを引いているのですが、その中で少し迷う部分が出てき 

ました。 

「トレンドが強く出ている相場」と「ペナントを形成している相場」です。 

 

まず「トレンドが強くでている相場」ですが、 

たとえば一方的に上昇トレンドが出ているとき、安値はわかるのですが、高値は 

今表示される最高値でいいのでしょうか？ 

最安値はかなり時間を遡ることになるので、小さな山を探して直近の再高値・再 

安値でフィボナッチを引いてトレードするのがいいのか・・・など考えています 

。 

トレンドの最初の最安値で引くと現在まで非常に値幅もありますし、高値位置は 

すぐに変わってしまう。さらに強いトレンドを作っているときはショートはとて 

も不安に感じますが、そういった考えは不要なのでしょうか？ 

ひとつ考えたのは時間足を短く（日足で強いトレンドが出ているときは 4 時間足に 

するなど）してトレードするのも方法かと思っています。 

 

次に「ペナントを形成している相場」ですが、 

ペナントの開始時点にある最高値と最安値がフィボナッチを引くのに最適なので 

しょうか？ 

あるいは十分に利益を狙えるのであれば、ペナントの幅が小さくなっていく直近 

部分の小さな山に引くのでもいいのでしょうか？ 

ペナントの形状もブレイクすると大きな動きをするので、トレードに少し不安を 

感じます。 
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上記の有効なフィボナッチの引き方、コツなどありましたら教えてください。 

 

2）現在はセミナープログラムに参加してからはフィボナッチでのトレードを主に 

やっているのですが、できれば 200SMA の手法も上手く取り込めたらと思っている 

のですが、 

私の性格上、複数の手法を一緒にやるというのがなかなか上手くできません。 

（FXEDGE さんも言われるように判断が複数出て迷うため） 

この二つを上手く融合させる方法ってありますか？ 

それともそもそもフィボナッチが上手く活用できれば、200SMA の手法を使う必要 

がなかったりするのでしょうか？ 

 

以上、回答をよろしくお願いします 

 

 

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

 

 

強い上昇トレンドのときは反対売買に当たるので避けたほうがいいという 

ことでしょうか？ 

 

それと今回迷ったきっかけになったのが GBP/CAD なのですが、この通貨ペアは日足 

で見ると去年の 3 月が最安値で、こんなところから引くことになるのか？と思った 

次第です。 

その途中にも一旦の安値をつけるところが数箇所あるのですが、基本的に非常に 

強い上昇を描いています。 

この途中にある一旦の安値を起点としたフィボナッチで十分ということでしょう 

か。 

フィボナッチを引く際に、同じ画面内に更なる安値が見えると少し気になって引 

けませんでした。 

 

200SMA とフィボナッチの融合について、とても参考になりました。 

ありがとうございます。 

二つが重なるときはそれを踏まえてトレードするということですね。 

また二つのルールが邪魔をしない場面では、それぞれの判断でいいような気がし 

ました。 

すっきりしました。ありがとうございました。 
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以上、お手数ですがまた回答いただけましたら幸いです。 

 

 

 

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

 

1）動画を見進めていくにつれ、本当にいろんなやり方があるんだと期待が高まる 

一方、 

いろんなアプローチの方法がありすぎて、どれをどうやっていいか混乱してきま 

した。 

とりあえず会員サイトの最初にある●●●の手法の「●●●エントリー、●●●●●●決

済 

」「●●●●●エントリー、●●●●●決済」の実践、それと特典の「最強のローソク足」

を 

実践しようと考えましたが、 

FXEDGE さんがおすすめされるフィボナッチ勉強中の人向けの「これだけはしかけ 

る」「これまではしかける」初期・中期のフィボナッチ組み合わせなどあります 

でしょうか？ 

それともやはり全部やるべきでしょうか？ 

 

2）このセミナーを受けていろいろなしかけるポイントを教わったのですが、当初 

私はすべて指値がさせるところに「同時に」指値をさしていました。 

たとえばフィボナッチを引いたとしたら、●●●●●●●●●●●● 

と最高 5 個の指値を同時に指していました。 

しかしもしかして・・・と思ったのですが、チェックする段階で一番近い狙いだ 

けを指値するのでしょうか？ 

動画の中で FXEDGE さんが「寝ているときに急落してエントリーできないことがあ 

るといけないので●●は指値をしておきましょう」という説明がありましたが、 

事前に指値をするのは●だけで、あとはチェックする際に直近で引っかかりそ 

うなところにだけ指値をするのがいいのでしょうか？ 

 

3）最強のローソク足は本当に素晴らしい特典ですね。 

いつもいただくメルマガで FXEDGE さんが繰り返し「ここを超えたら伸びるので・ 

・・」と言われているのはこのことかと、とても感動しました。 

早速通常のトレードに加えていきたいとおもうのですが、 
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最強のローソク足における●●●●●●●●の判断について質問です。 

今回画像を添付させていただきましたので、確認いただけますでしょうか。 

 

たとえば A は一目で●●●●●●であることがわかりますが、C も A までの●●●ではな

いで 

すが、直近の●●●●判断できそうです。 

この場合、●●●としてこの手法は使えますか？それともあくまで A のみ（画面上で 

●●●●●にある●●●●）が●●●●なるのでしょうか？ 

また使えるのであれば、決済は①の●●●●●●●でフィボナッチを引いた時の幅で 

、50pips または 20pips の値幅を狙うということでしょうか？ 

同じ判断として、D は●●●●の●●●●●と判断できるのでしょうか？（実際の●●●

●はず 

ーっと●●） 

 

4）同じく「最強のローソク足」について。 

B が出現した時点ではこの足が●●●●●（となると思うの）ですが、この後しばらく 

レンジで横横に動いています。 

こういうときはしばらく放置になると思うのですが、この時点で●●●●にロングの 

●●●をしておくというのはいい手かと思うのですが、●●●●●●●抜けはリアルタ 

イムで見て、エントリーしたほうがいいでしょうか？ 

 

以上、長文ですが回答いただけましたら幸いです。 

よろしくお願いします。 

 

 

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

 

最強のローソク足については、お返事いただけて目から鱗でした。 

フィボナッチは決済の値幅を決めるために使うことしか考えていなかったのです 

が、 

フィボナッチの各レベルの反応を最強のローソク足のルールを使う上での「●●●● 

」と捕らえれば、 

とてもわかりやすいですね！ 

足が 1 本できるたびに「これは跳ね返りかどうか・・・？」と考えないといけない 

のかと、少し緊張していたのですが、 

各レベルの●●●●+●●●●●●●●●でエントリーとすると判断しやすそうで 
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すね。 

またＣａｎｄｌｅネクストステージの内容も少し触れていただき、ありがとうご 

ざいました。 

ちょっと私、得してしまいましたね(笑） 

 

すみませんが、一点再確認なのですが、 

最強のローソク足は●●●●●●も●●●●●●●も使えるというこ 

とでよろしいのでしょうか？ 

チャートを見る限りでは●●●●●●●●よりは、やはり●●●●●●●は力 

が強くないように見えます●●●●●のフィボナッチに比べ、●●●●で作るフィボ 

ナッチの山が小さい）が、先ほどの例でいえば、①の期間にフィボナッチを当て 

ると跳ね返る位置となっているので、このルールが当てはまると思っていますが 

、正しいですか？ 

 

たびたびの質問となりますが、よろしくお願いします。 

 

 

 

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

 

 

たびたびご回答いただき、ありがとうございます。 

 

早速本日から、日足を使って絞った内容で実施しており、 

現在、20pips 獲得（1 オーダー)、含み益で 40pips(2 オーダー)を保有できています 

。 

ローソク足のルールはスキャルに、フィボナッチは大きく稼げると本当に実感し 

ているところです。 

 

またあわせて本日から記録をつけて、検証もしていこうと思います。 

 

まだまだ駆け出したばかりですが、しっかりがんばっていこうと思います。 

またわからないことがありましたら、メールさせていただきます。 

ありがとうございます。 
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---------------- 

 

 

添付画像を確認お願いします。 

EUR/JPY にて、（A)の●●●●しようとしていたので、（B)の●●で指値でロング 

の注文、 

フィボナッチの幅が 400pips 程度だったので、20pips 利確で指値注文しました（① 

）。 

途中まで上がったのですが、利確寸前で反転し、結局損切りとなってしまいまし 

た。 

（このときはほったらかしではなく、状況を観察してました。） 

 

まずこの注文は正しかったのでしょうか？ 

もともと（A)の●●●は過去に何回かそのラインまで値が落ちてきていたこと（○ 

部分）、 

また過去からトレンドラインを引くと（オレンジの斜線）、トレンドラインを超 

えており、 

なんとなく下落トレンドに変わったのかな？と思っていました。 

また前回のメールで、FXEDGE さんからフィボナッチの各レベルでの跳ね返りを利 

用して、このローソクの手法を使うように言われていましたが、 

やはり伸びる可能性のあるフィボナッチで、このローソク手法を仕掛けるのは危 

険だったのでしょうか？ 

またこの損切りはこの手法を使う上で、受け入れなければいけない損切りだった 

のでしょうか？ 

 

とりあえずルール通りと思ったので、そのまま放置・損切りしましたが、 

（A)の●●●●は大陰線で 100pips もあったため、かなりばっさり切られショッ 

クでした・・・。 

 

ひとつ思いついたのが、 

ルール通りならば（A)の●●●が損切りラインなのですが、 

この（B)の足は●●●を作ったことになるので、これを下に越える足（ここでは B 

の次の足）が（B)を●●●●損切りでもいいのかなと思いました。 

 

以上、アドバイスいただけましたら幸いです。 

何卒回答のほど、よろしくお願いします。 
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-------------------------- 

 

返信、ありがとうございます。 

丁寧な説明、ありがとうございます。 

 

今回のことで改めて「どこからどこにフィボナッチを引くか」の難しさを再認識 

しました。 

慣れるまでは当面、ものすごくわかりやすい●●●●●●に絞って実施します。 

今は同じ通貨を 6 チャート並べて表示しているのですが、見ているようで詳しく見 

てないような気がします。 

もっと広い視野で比較しながら見ていこうと思います。 

 

ありがとうございました。 

また何かありましたら、メールさせていただきます。 

 

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

 

 

1）エントリーの●●●●●にするか、●●●●●にするかについて質問です。 

添付画像の確認をお願いします。 

現時点で、添付画像のようになっているのですが、当初●●●●●●に指値をしようとし 

ましたが、思いなおし●●●●●●に指値し直しました。 

見ていただくとわかるとおり、まだ「微妙に」●●●●●にはタッチしていないので、 

条件的には●●●●エントリーでも可能だと思います。 

ただ何回も●●●●●の直前で止まっていますし、オージードルは動き出すと急伸・急 

落するので、今回は 100%に指値し直しました。 

 

この●●●●●に指値するか、●●●●●に指値をするかは、このセミナープログラムを

受講 

したときから疑問に思っていたのですが、 

実際 FXEDGE さんはどのように判断されて、●●●●●●にするか●●●●●にするか決

定されて 

いますか？ 
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また今回私は上記のような理由でエントリーを避けたのですが、「こういったポ 

イントは指値は避けるほうがいい」というような場所はありますか？ 

 

 

2）日足が決定し、次の足が始まる段階で注文を入れています。 

その際に、前日の●●●●にタッチしたように見えるのに、実際は刺さってない 

ということがあります。 

また利益確定についても決済ポイントにタッチしたように見えているのに刺さら 

ず、次の足が始まって反転しているように見えることがあります。 

こういったときは、注文はキャンセル、決済は手動決済をしたほうがいいのでし 

ょうか？ 

それとも指値が決定するまで待つ、基本「放置」でしょうか？ 

 

以上、ご回答よろしくお願いします。 

 

 

 

追伸： 

日々FXEDGE さんに回答いただき、頭がすっきりしてきました。徐々に、 

●●●●●●●以外の条件にもトライして行こうと思っています。 

本当にありがとうございます。 

 

 

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

 

●●●●●にするか、●●●●●にするかについてですが、 

理屈についてはなんとなくわかったような気がするのですが、具体的にどう比較 

すればいいのかわかりませんでした。 

同じくらいの期間でフィボナッチを引いて、同じレベルで反応があったかを見る 

ということでしょうか？ 

 

添付画像に 4 つのチャートを並べてみたのですが、 

まず引いているフィボナッチはそれぞれで期間が違うため、どこの部分で比較す 

るのかがわかりませんでした。 

この場合、なんとなく AUD/USD と USD/CHF が似たような動きをしているかと思いま 
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した。 

EUR/USD と GBP/USD はその少し前に急落していってるので、 

AUD/USD と USD/CHF は今後下落していくというような予想を立てるということでし 

ょうか？ 

 

似た AUD/USD と USD/CHF で言えば、ほぼ同じタイミングで●●●●●で反応をしてい

るの 

ですが、 

USD/CHF が前日には●●にタッチしており、そこで反応しているので、AUD/USD で 

も「反応があるだろう」と予測がつくということでよろしいですか？ 

 

たびたびの質問ですが、ご回答よろしくお願いします。 

 

 

 

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

 

 

 

丁寧な上に早急なご返信、ありがとうございます。 

これについては私の中でかなり「肝」になりそうな部分なので、 

ご面倒とは思いますが、再確認させていただいてよろしいでしょうか？ 

 

1） 

> 同じ期間でフィボナッチをひいて 

> 価格がどのレベルに位置するかを確認します 

 

この「同じ期間」というのは、たとえばお送りした画像でいえば、数日の誤差は 

ありますが、ちょうど前週～今週の安値、高値で引いたようになっています。 

数日の誤差は許容して、おおよそ「同じ期間」の高値安値にフィボナッチを引く 

ということでよろしいでしょうか？ 

（今回の画像はちょっと短いということは了解しました） 

 

2）> GBPUSD は上昇が続いているので 

> 順バリ売りを仕掛けていきます 

 



©FX で儲ける技術 
 

この部分がちょっとわからなかったのですが、 

2-1）この場面では上昇が続いているので、買いはやや危険で売りの方がといいと 

いうことでしょうか？ 

2-2）この「順ばり売り」というのは、ここでは●●●●●売り→●●●●●決済や、 

●●●●●→●●●●●決済を狙うということでしょうか？ 

 

3）ご説明いただいた複数のチャートを見るときのコツ、見るポイントをまとめる 

と、 

チャートの中で一番動きそうなチャートを探し、 

それに伴って他のチャートが動くので、そこからの距離・条件を見て、●●●●か 

●●●●●を選ぶということでよろしいでしょうか？ 

 

お手数おかけしますが、回答よろしくお願いします。 

 

 

 

 

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

 

 

早速の返信、ありがとうございました。 

すっきりしました。 

 

FXEDGE さんがおっしゃる「長い時間は●●●●●・・・、短い時間は●●●●・・を使

う 

のがいい」というのは、ココで言う長い・短い時間というのはてっきり「●●●」の 

ことをおっしゃられていると勘違いしており（長い時間というのは●●●●や●●●●で 

のトレードのことと思っていた）、 

フィボナッチを引く●●●●●言われているんだとメールの返信で気づきまし 

た。 

 

ありがとうございました。 

 

また何かありましたら質問のメールをさせていただきます。 
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----------------- 

 

 

 

こんにちは。 

 

 

トレーリングストップの値幅は何を基準に設定しますか？ 

 

以前のセミナーでは小さすぎるとすぐに引っかかってしまうと 

教えていただき実際いろんな設定でやってみましたが、うまくいきません。 

 

利益の出ているポジションに設定、注文時に設定などそれぞれ違いますか？ 

 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

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

 

 

 

こんにちは。 

 

トレーリングストップ質問の回答いただきありがとうございました。 

 

ストップロス、トレーリングストップの％での設定方法について 

もう少し質問させていただきます。 

 

pips、価格で設定する方法は分かりますが、 

●●●●、●●●●●のストップロスとはどの価格（数字）を基にして計算しますか？ 

 

 

よろしくお願いします。 
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----------------- 

 

 

パターン認識の事で 

 

メール返信ありがとうございました。 

A と C パターンについてなんですけど、この場合の判断はどうしたら 

いいのか質問させてください。 

A パターンの時、フィボナッチ●●●●●●て最初の戻りが 

●●●まで戻り下落して●●●●で反発して●●●●の少し上で 

ローソク足の終値が確定したとします。その時は、●●●●まで 

ターゲットを設定してもいいのか？●●●●●・●●●●に売り指値を 

置いて待つのがいいのか？（C パターンは逆に考えます） 

A と C パターンというのは、●●●から上●●●から下の●●●●●●●●●● 

で考えるんでしょうか？よろしくお願いします。 

 

 

 

 

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

 

 

 

添付画像を確認願えますでしょうか。 

 

このチャートの場合、理想的なフィボナッチは最安値から最高値である（A)から（D)に引

くことだと思います。 

ただこれだけ大きく上下するチャートであれば、（A)（B)、（B)(C)、（C)（D)に引くことも

できると思います。 

今回疑問に思ったのは、それぞれ（A)(B)、（B)(C)、（C)(D)のフィボナッチで反応があった

場合、 

最終的に（A)から（D)にフィボナッチを引いた後のチャートでそれまでに引いたフィボナ

ッチの反応は気にしなくていいのかということです。 
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たとえば（A)(B)に引くと（グレーのフィボナッチ）、●●●●は反応済みとなります。 

次に（A)(D)に引くと(オレンジのフィボナッチ）●●●●●●が（A)(B)で引いたフィボナ

ッチのときに、既に反応済みのように見えます（（A)(B)の●●●●●の反応が（A)(D)の●

●●●の位置・水色の四角）。 

今後、価格が落ちてきたとき、●●●●●●で仕掛けるのは問題ないのでしょうか？ 

 

また（A)(D)単独のフィボナッチを引いたとき、その後の反応は（A)(D)間で反応したかは

気にしなくてもいいのでしょうか？ 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

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

 

 

誤）> 今後、価格が落ちてきたとき、●●●●●●で仕掛けるのは問題ないのでしょうか？ 

↓ 

正）今後、価格が落ちてきたとき、●●●●●で仕掛けるのは問題ないのでしょうか？ 

 

でした。 

お返事を読んで、これでも問題がないと理解したのですがあってますでしょうか？ 

 

お返事いただいて自分なりに以下のように理解しました。 

・●●●のフィボナッチに反応があった価格に、●●●●フィボナッチのレベルが来ても

気にせずエントリーはしていい（●●●●●●●●●して既に反応があったわけではない） 

・大きなフィボナッチの中に小さなフィボナッチが引ける場合、●●●●フィボナッチも

作用するので●●表示してチェック→そのラインは●●●になるので、それを抜けたら目

標まで行く確率が高い 

ということでしょうか。 

 

改めて添付画像を作りました。 

この画像は先にお送りしたものに、AB、BC、CD、AD のフィボナッチ４つを重ねたもの
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です。 

（赤が AD、それ以外はオレンジ） 

みると 4 つのフィボナッチが密接に重なる部分で反発が見えるようです（オレンジの丸）。 

また今後 AD の●●●●近辺（ピンクの丸）が各レベルが重なっているので強いサポート

になると考えています。 

 

現時点では教えていただいた通りの単独のフィボナッチでトレードしていますが、 

将来的にはこういったフィボナッチ●●●●●を見て、 

「（ここは●●●●●●）エントリーを避ける」 

「（ここは●●●●●●●）●●を待ってからエントリーする」 

といった方法をとっていくことになるのでしょうか？ 

たとえば AD のフィボナッチを引いた直後、すぐに●●●●にタッチしにきます。 

見ると 4 つのフィボナッチともこの部分で●●●●いて、跳ね返っています。 

本来なら●●●●エントリー、●●●●●決済を狙うところですが、ここは「強い●●」

と考えてエントリーをしないほうがいいのか？と思いました。 

 

 

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

いつもお世話になっております。 

以前からフィボナッチセミナーの受講を考えていたのですが、この度意を決して 

購入しました。 

しっかり勉強して利益を出していこうと思います。 

不明なことがございましたら質問させていただきますので、よろしくお願いしま 

す。 

 

ところで今回メルマガでいただいていた無料ライブセミナーの案内を拝見しまし 

た。 

是非 FXEDE さんと同じ方法を習得して、利益をしっかりだしていこうと思っている 

のですが、 

今はまずフィボナッチを活用できるようにしてからスキャルもやっていきたいと 

思っています。 

まだ先の話ではあるのですが、スキャルの案内・販売ページのリンクを教えてい 

ただけないでしょうか？ 

 

よろしくお願いします。 
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----------------- 

 

 

FX はじめて間もない●●●●といいます。 

 

相場観は フィボナッチとギャンで把握できるらしく、すごく 

 

興味あります。 

 

でも トレンドが出てから、フィボナッチのリトレイスメントをひくわけですが 

 

トレンドが まだ伸びるかどうかは？自分で判断するのですか？ 

 

トレンドの時に 押し目がでますが、あれが、フィボナッチの戻りなんですね？ 

 

 

面白い記事 期待しています。 

 

よろしくお願いします。  

 

 

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

 

 

その他の質問は 

excelsystemtrader@gmail.com まで 

送信して下さい 

 
 

参加はここをクリックして下さい 

http://www.infocart.jp/e/48898/148722/ 


