
 

 

  



これはサンプルです。 

内容やデザインは実際のものとは異なります。予めご容赦下さい。 

 

■水平線よりフィボナッチ 

そもそも高値安値に水平線を引くとよく言いますが、フィボナッチを使うと高値安値の値位
置に水平線は引けています。高値はフィボナッチでは「1」、安値は「0」です。 

しかし、水平線（前の高値安値に引くという意味に限定すれば）とフィボナッチには決定的
な違いが幾つもあります。まずは、どの高値安値にもフィボナッチを当てるわけではありませ
ん。重要な値位置にのみ引きます。 

水平線のトレーダーの方が、フィボナッチを使うトレーダーよりも、やたらと多くの高値安
値にラインを引いているように見受けられます。 

フィボナッチを引く値位置というものは幾つかに絞る事が出来ます。それでも、水平線より
も多くの値位置に機能します。これはどういう事なのでしょうか。 

フィボナッチを高値安値に当てると「０、0.236、0.382、0.500、0.618、0.764、1、1.272、
1.618、2.618、4.236」という割合に基づいた値位置が一気にチャート上に引かれます。 

一度引いただけで最低でもこれだけの値位置が算出されるツールを、やたらめっぽう、あら
ゆる高値安値に引いていたらチャートがぐちゃぐちゃになってしまいますよね。 

ですので、重要な高値安値にだけ引くのがフィボナッチリトレースメントなのです。 

引く作業は一度。ですが、沢山の値位置を算出可能なツールとして、ただの水平線を引くよ
りも作業時間の短縮になり、さらにこの先の値動きに対しての「目標値」を算出する事が出来
ます。 

この「目標値」の精度に関してフィボナッチリトレースメントの右に出る者はいないでしょ
う。どこまで値が伸びるか？その値段が「目標値」として予め分かっているという、圧倒的な
優位性がフィボナッチリトレースメントにはあります。 

利食い指値の設定、損切りの設定という作業も、この目標値があれば 

エントリー時点で全て完了させる事が可能になります。 

フィボナッチリトレースメント、素晴らしいと思われませんか？ 



▶項目 2 トレンドと持ち合いの判断基準 

では、フィボナッチリトレースメントを使ってトレンドと持ち合いの判断は可能でしょう
か。また、水平線のような意識される値位置を前もって算出可能だとしたら便利です。これを
「目標値」と呼びますが、どのように算出すればよいのでしょうか。 

図 １ 持ち合いとトレンド 

図 2を見て頂くと、底値の持ち合いからトレンドが発生し、目標値へ到達したので再度持ち
合っています。 

目標値へ到達すると、抵抗線（上昇時のレジスタンスライン）または支持線（下落時のサポ
ートライン）として機能し、その「目標値をブレイクするまでの間は持ち合いになりやすい」
のです。抵抗線による持ち合いは、このチャートに幾つ見つけられますか？ 

 

図 3を見て頂くと、丸を付けた部分に 5つの持ち合いを発見出来ます。過去の高値安値は意
識されますが（水平線）、未来の「目標値」も意識されるのです。 

抵抗線（レジスタンス）となった目標値を突破するまで、しばらく持ち合い、ブレイクする
とまたトレンドが発生しています。 

天井では抵抗線となった目標値をブレイク出来ずに持ち合い、上ブレイクしたら今度は同じ
目標値が支持線（サポート）となってさらに持ち合っています。 

支持線の下ブレイク後は下落トレンドが発生しました。 



つまり、このドル円月足チャートにある全ての持ち合いは、フィボナッチリトレースメント
の値位置（高値安値と目標値）で理解する事が可能です。なぜ持ち合うのか？ 

そこに目標値があるから。または、 

0.236～0.764の間に位置しているから。 

そのように説明出来るのです。 
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特典動画 5つ（巻末の QRコードからアクセス出来ます） 

１．『新！時間帯における考察』（57分 50秒） 

 

※『新！時間帯における考察』は当作品だけのオリジナル動画です！ 

「4時間足と各市場の絡みから分かる真実は何か？」 

オセアニア市場、日本市場、欧州市場、米国市場という 1日の流れの中で、極めて分かりやす
く売買ポイントは用意されています。 

 

２．『新！フィボナッチ大事典』（１時間 54分 28秒）主にフィボナッチチャネルとリトレ
ースメント、フィボナッチエクスパンションの使い方についての動画。 

３．『新！ギャン大事典』（42分 33秒）MT4で如何に、ギャンファンとギャンリトレース
メントを使いこなすかという動画。 



４．『ライントレードの極意』（43分 21秒）フィボナッチファンとエクスパンションの使い
方の極意とは？ 

 

５．『ドル円の歴史とこれから』（43分 34秒）過去の値動きから見た今後のドル円は！？ 

 

『極意書 フィボナッチトレーディングの進化論⋰』を読み、この 5つの動画（計 5時間以
上）を観れば、フィボナッチとギャンを使ったライントレードのほぼ全ての知識を手に入れら
れる事になります。 

是非この機会にご利用下さい。  



 

内容について 

カラー印刷、図表 167個使用！動画５個付き！ 

総字数 17万 5千以上！図表 167個使用で 

分かりやすく、簡単な支持線抵抗線の話（上記したような）から一気に深い内容まで読める！ 

通常では数年以上は掛かる『極み』と呼べる圧倒的な精度を誇る手法の習得を、読むスピード
にはよりますが、わずか数時間で習得可能。図表が多く理解が早い。 

さらに復習として特典動画を観る事で、ただの本ではあり得ない学習効果を生み出す教材作り
に成功しました。 

それがこの『極意書』です。 

動画に関して 

動画は 5個視聴出来ます。→6個になりました 

巻末に動画視聴用 URLが記載されています。そちらからご覧下さい。 

QRコードからのアクセスが簡単です！ 

販売について 

本書は製本直送.comがご注文ごとに製本→発送します。 

※ご注文完了後、3～8営業日を目処に製本を発送します。詳しくは販売ページをご覧下さい。 

販売ページ 

詳しい商品説明はこちら 

 

販売ページはこちら 
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