
あらためまして、こんにちは。 

戦い方３つの戦略 

〜タマちゃん式常勝ＦＸ〜 
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あらためまして、こんにちは。 

あなたの利益を上げるための「戦い方３つの戦略」 

をタマちゃん式常勝ＦＸの特典プレゼントで提供させていただきま

す。 
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-推奨環境- 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない 

場合は最新の AdobeReader を無料でダウンロードしてください。 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

-著作権について- 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利⽤下さい。 

 

このレポートの著作権はタマちゃん式常勝ＦＸに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部⼜は⼀部をいかなる⼿段 

においても複製、転載、流⽤、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって、下記の事項に同意したものとみなし 

ます。 

 

このレポートのご利⽤は⾃⼰責任でお願いします。このレポートの 

利⽤することにより⽣じたいかなる結果につきましても、著者・パ 

ートナー等の業務提携者は、⼀切の責任を負わないことをご了承願 

います。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
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※当レポートにて提供するノウハウ等は筆者の経験をもとにし、⼀

般的な情報提供を目的として書かれたものです。投資やトレードに

おける最終意思決定はご⾃身の判断で行っていただけますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

メルマガに登録いただき、誠にありがとうございます。 

タマちゃん式常勝ＦＸ管理⼈の山本カンタローです。 

 

弊サイト、メルマガ、レポート等を通じて、 

あなたの勝つためのトレードに関する情報を提供し、今後の目標達

成にご活⽤してください。 

 

さて、このレポートでは、「戦い方３つの戦略」と題しまして、 

私の経験上から、ＦＸの利益を⾶躍的に向上する原動⼒となった 

「戦い方３つの戦略」について解説します。 

 

私⾃身、この３つの戦略を確⽴し、継続して実践したことにより、 

利益を⽉間ベースで「安定してプラス」にすることができました。 

最終的には、専業トレーダーになることができ、私の夢を実現してい
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くことができました。 

「ＦＸの勉強をしているのに、何故か利益が伸びない」 

「ＦＸのスクールに通っているのに稼ぐことができない」 

という、悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。 

実践して頂ければ効果は確実に現れると思います。 

 

さて、この戦略については、様々なＦＸトレーダーから話を聞いて分

析をするとともに、私⾃身の失敗トレードを分析して考察しました。 

 

考え方としては、「負けないトレードの実践」ということが、全て 

の考え方の基になっています。そしてその考え方を具体化したのが

３つの戦略となります。 

 

「負けないトレードの実践」は大切な考えであります。 

「ゼロサムゲーム」であるＦＸで勝つための本質を⼀⾔で表すと、 

資金を減らさない事に尽きるという考え方です。 

 

ＦＸでは「稼げている方は１割」とよく⾔われています。 

この１割に⼊るためには、稼げていないトレーダーがやって 

しまっている「損を招きやすい行動」を断絶する必要があります。 
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そして、勝っているトレーダーがやっている行動を実践する必要が

あります。 

 

そうなんです。「⼀般のトレーダーがやっているが、実は損になりや

すい行動・考え方」 

を、ガラッと逆の方向に変えることが、「勝っているトレーダーがや

っている行動」になります。 

 

もしかすると、今まであなたの持っていたＦＸ観とぶつかる部分が 

あるかもしれません。 

 

その際は、なぜそうなるのだろう？という疑問を持ちながら、 

読み進めていただけると、効果が⾼まるかと思います。 

 

私が勝ちだしてからたどり着いた考えが、ＦＸはシンプルなロジッ

クがあれば成功することに気が付きました。 

 

結論を⾔いますと、それが「勝っているトレーダーがやっている行動」

ということです。 
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ここさえ押さえておけば、特別な⼿法などは全く必要ありません。 

それでは、本題へと話を進めましょう。 

 

戦略１：迅速なエントリー、リスクリワードを最適化する 

 

まず１つめは「迅速なエントリー」と「リスクリワード」の重要性 

についてを解説します。 

ほとんどの方は、トレンドフォローの⼿法を勉強・実践していると思

いますので、その例で解説します。 

 

では、トレンドに早く⼊ることでどんなメリットがあるか。 

下図を参考に、 

トレンドに早く⼊る場合と、トレンドに遅く⼊ってしまう場合です。 
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トレンドに早く⼊ることができると、大きく２つの利点、 

「利益を多く獲ることができる」 

「リスクリワードが良くなる」 

というメリットがあります。 

 

「それって、当たり前じゃないの？」って突っ込まれそうです。 

でも、先ほどの図をよく⾒てください。 

 

実は多くの方が、右側の「トレンドが伸びきった状態でのエントリ 

ー」をやっているのです。 

 

つまり、トレンドフォローを学ぶ多くの方が利益を出せない原因が、 
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「エントリーが遅い」のです。 

 

では、なぜエントリーが遅くなってしまうのでしょうか。 

それには以下の２つの理由が関係しています。 

 

■理由その１：ロジックの未確立 

１つは、明確にトレードルールをもっていないので、大きく動き出 

したチャートをみて、「焦ってエントリーしてしまうから」です。 

この「チャートが大きく動くのをみて⼊る」というのは、トレード 

としては、最もやってはいけない部類に⼊ります。 

 

なぜなら、大きな買い・売りが⼊る＝多くの稼げていないトレーダ 

ーが⼊るポイントであり、 

そこで同じようにエントリーしているということは、「稼げない行 

動や思考を⼀緒にとっている」ということです。 

 

実際のチャートで⾒てみましょう。 
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これが焦ったエントリーの例です。 

⼀⾒、「トレンドをしっかり⾒て」を実践しているようなトレード 

ですが、これですとかなり遅いです。 

 

これは正しいトレンドフォローではありません。 

 

利益幅もほとんどなく、すでにトレンドが伸びきっていて、 

下落リスクも⾼い。 
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「いやいや、こんな遅いエントリー普通しないでしょ？」と 

あなたは思われるかもしれません。 

 

が、良く⾒ると大きな陽線が、ここに発⽣していますね。 

これが多くの⼀般トレーダーが焦ってエントリーしている 

証拠なんです。 

 

このようなトレードをする方に共通するのは、 

「なぜかポジションをとったら逆行してしまう」という経験が 

とても多いだろうと判断できます。 

 

ヘッジファンドやプロトレーダーは、早めにエントリーをしこみ、 

⼀般の稼げないトレーダーが思わず⼊りたくなるような、こういっ 

たチャートを演出した後、早々と利益確定したり、価格を逆行させ 

るということをよくやります。 

 

なので、 

「急に強くなったな、ここで買わないともっと上がるかも」 

というようなチャートのときこそ、気をつけてください！ 

稼げていないトレーダーの多くも、同じことを考えています。 
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そこでエントリーすると、運よく強いトレンドになることもありま 

すが、トータルで⾒ると、⾼値掴みなどになってしまい、損切にな 

ることが多くなります。 

 

ＦＸで⼀番理想的な勝ち方は、 

「エントリーしたところから、含み損にならずに利益⽅向に⼀直線 

に伸びるトレード」ですが、 

 

これを実現するためには、 

「多くのトレーダーが成行注⽂を⼊れたくなる前に、エントリー 

する」ことが必要不可⽋です。 

 

そのためには、プロと同じような早めのエントリーポイントを学ぶ 

必要があるということですね。 

 

■理由その２：正しいポイントに関する情報が少ない 

そして、エントリーが遅くなるもう 1 つの大きな理由。 

それは、正確にトレンドフォローを解説できているＦＸ商材が 

少ないからです。 
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多くの基礎的なＦＸ商材では、次の２つを繰り返し⾔います。 

・「トレンドは継続しやすい」 

・「トレンドを（ダウ理論などで）しっかり確認したあとでエント 

リーしましょう」 

 

しかしながら、この２つを忠実に実践するとエントリーが遅くなり

ます。 

・「トレンドは継続しやすい」 

・「トレンドを（ダウ理論などで）しっかり確認したあとでエント 

リーしましょう」 

もちろん、間違いではありません。むしろ正論、「教科書的には正し

い」ことではありまし、これで勝てるトレードもあるでしょう。 

 

ですが、実は、トレンドフォローを行うにあたっては、 

情報が決定的に不⾜しています。 

 

ですので、全てのトレードをこの２つの方針だけでトレードしてし 

まうと、⼀般トレーダーと同じく、エントリーが遅くなります。 
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結果として致命的なほど収益が悪化します。 

では、不⾜している情報とは何なのか？ 

それが、「エントリーを早めて、リスクリワードを最適化する」と 

いう戦略です。 

 

この戦略がないために、多くの方がトレンドフォローをしているは 

ずなのに、利益になっていないのです。 

 

私も⻑らくそうでした。 

これも、実際のチャートで⾒てみましょう。 

（分かりやすくラインチャートに変換しました。） 
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ダウ理論にのっとった、かなり教科書的な美しいエントリー 

（⻩⾊の丸、②）です。 

 

先ほどの⼀般トレーダーのエントリー（⾚⾊、①）との違いは 

「押し目、戻り」を狙うことで、利幅を獲り、リスクリワードを良 

くすることにあります。 

 

あきらかに「エントリーが早く」なってます。 
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このエントリーは、基本的なＦＸの考えですが、勝てない⼈は意外に

できていないのです。 

 

これは①に⽐べると、相場の考え方に準じて理にかなったエントリ

ーと⾔えます。 

 

しかし、チャートの形状によっては、ダウ理論を待っていると、 

やはりトレンドが伸びてしまうエントリーが出てきます。 

 

この場合は、やはり、利益幅の⼩さく、 

下落リスクの大きいトレードになりがちです。 

 

実は、②のトレードよりも、 

「利益率をさらに良くする」ことができます。 

それが、このレポートで推奨したい、 

 

さらに早いエントリー（③）です。 

次のチャートを⾒てください。 
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⻩⾊のライン上にある、オレンジの丸（③）に注目ください。 

⻩⾊の②より、さらに早いタイミングでのエントリーになっている 

ことが分かります。 

 

③のエントリーを行うことで、②よりさらに数⼗pips、 

損切幅を⼩さくすることができます。 

チャートで⾒ると、ほんのちょっとの差ですが、 

実際は数⼗pips の差ですが実に大きい違いとなります。 
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例えば、②のエントリーだと 

「利益 200pips：損切 100pips」のトレード、 

さらにエントリーの早い③では 

「利益 200pips：損切 50pips」のトレードになるとします。 

 

つまり、 

リスクリワード２：１のトレードと、 

リスクリワード４：１のトレードになりますね。 

 

賢明な方はお気づきだと思いますが、この２つのトレード、仮に同 

じ勝率になったとすると、最終的な利益の違いはとんでもなく⼤き 

くなります。 

 

複利的な資産の増え方を考えると、大げさでなく、数百万、数千万 

円単位で利益が変わってくるんですよ。 

 

②と③、エントリーの早さのほんの少しの違いが、ＦＸで稼げるか 

稼げないか、さらに⾔うと数百万、数千万円の利益の違いになると 

いうことです。 
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これが、 

戦略１「迅速なエントリー、リスクリワードを最適化する」 

の意味です。 

 

ここまでを⼀旦まとめてみましょう。 

 

勝てないトレーダー 

→ルールを持ってないトレーダーは、 

他の⼀般トレーダーと同じポイントで、焦ってエントリーしてし 

まい、結果として⾼値掴みになりやすい。 

 

また、勉強されている方でも、情報が不⾜しており、トレンドを 

しっかり⾒る意識が強く、エントリーが遅くなりがちです。 

結果として⼗分な利益が獲れず、リスクリワードが悪化してしまっ

ている。 

 

勝っているトレーダー 

→⼀般的なトレーダーのエントリーが集まる前に、しこみを完了。 

エントリー後に⼀般トレーダーの成行注⽂が⼊ることで、 

含み損になることなく利益が伸びる。 
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早めにエントリーすることで、損切幅も極限まで⼩さくできるの 

で、リスクリワードで優位性を発揮でき、結果として利益額が 

格段に増える。 

 

この勝てないトレーダーと勝てるトレーダーは、 

エントリーする方向は全く同じです。 

 

意外と思われるかもしれませんが、 

稼げるトレーダーと、稼げないトレーダーは、 

ほとんど同じトレードをしています。 

 

しかし、エントリーの早さだけが違います。 

このほんの少しの差で、勝ち負けを分けるのが、 

ＦＸの⾯⽩いところでもあり、難しいところでもあります。 

 

「トレンドフォローを実践しているのに、なぜか利益にならない」 

「トレンドフォローでエントリーしているのに、なぜか⾃分がエン 

トリーすると逆方向にチャートが曲がる」 

そんなトレード、⼼当たりがありませんか？ 

 



     

 

２０ 

Copyright (C) 2019 タマちゃん式常勝ＦＸ. All Rights 

Reserved. 

おそらく大きな原因の１つに、「エントリーが遅い」ということが 

あるはずです。（私はそうでした） 

 

直近のうまくいかなかったトレードがありましたら、 

エントリーが遅くなかったか、確認してみてください。 

 

もし、利益が出てない原因がこれでしたら、新しい⼿法に⼿を出し 

たりすることなく、「エントリーの早さを変える」という意識だけ 

で、勝てるトレーダーになる可能性があります。 

 

ぜひ、ご⾃身のトレードを振り返ってチェックしてみてください。 

 

■ライン（⽔平線）の重要性 

さて、エントリーの早さの重要性について解説しましたが、解説を 

後回しにした重要な部分がありますので補⾜させていただきます。 

 

それは、③のエントリーの「ライン」について。 

もう⼀度チャートを掲載します。 
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そう、③型の早いエントリーをするためには、必要条件があります。 

それが、この「価格のサポートとなるラインを引けること」 

なんです。 

 

ご理解いただけているとおり、早いエントリーが良いからといって、 

むやみやたらに早いエントリーにすると、勝率が下がります。 

 

そうではなく、「効いているライン」に「引き付けて」エントリー 

するから、勝率を維持したまま、③型の⾼利益トレードができるよ 
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うになります。 

 

では、どうすれば「効いているライン」を引き、 

「引き付けて」エントリーできるか。 

 

本来は、これを解説したいところなんですが、 

それを行うとそれだけで⼀つのＦＸ商材になるボリュームです。 

 

そして、実はこの「ラインの引き方⇒早いエントリー」の方法論を、 

すでに完璧に解説しているＦＸ商材がありますので、確実にマスタ 

ーしていただくためには、ぜひこれで学んでほしいと思います。 

 

ライントレードの方法や、この商材「●●●●」については、 

次回以降のメルマガで詳しく紹介しますね。 

以上が戦略の１つめ 

「迅速なエントリー、リスクリワードの最適化」です。 
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戦略の２：１点集中のエントリー 

続いて２つの戦略です。 

 

結論から⾔いますと、利益の出ていないトレーダーは 

「余計なトレードが多すぎる」という明確な傾向があります。 

 

繰り返します。 

稼げていないトレーダーほど、トレード回数が多い。 

 

これは、エントリー回数が多いほど利益も増えるという、 

間違った考えにとらわれているからです。 

 

あるいは損を取り返そうとしているか。 

いわゆる「ポジポジ病」です。 

 

実は、ＦＸでは、利益に結びつく「おいしい」エントリーポイントは

少ないのです。 

 

先ほどの③型エントリーがいい例です。 
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ここ以外のエントリーだと、やはり利益幅、リスクリワードが 

悪化します。 

 

利益が欲しいからと⾔って、良いエントリー以外のポイントで 

焦って⼊るのは、やはり勝てないトレーダーと同じ行動です。 

 

結果、ポジションが逆行したり、含み損になったり･･･。 

結果としてトータルの利益がぐんぐん減っていきます。 

 

■１点集中に絞るエントリーだから、利益が増える 

私は⽇⾜と４時間⾜スイングがメインですが、１通貨ペアで⾒ると、 

⽇⾜の場合は、１・２ヶ⽉に１回、４時間⾜の場合は、週に１・２ 

回程度のエントリーが、経験上適切な回数かなと意識しています。 

 

これより多いようだと、ポジポジ病かな、と気をつけるようにして 

います。 

 

戦略１で解説した③型のトレードのように、プロと同じ厳選され 

たポイントで、早くエントリーをしこむ。 

 



     

 

２５ 

Copyright (C) 2019 タマちゃん式常勝ＦＸ. All Rights 

Reserved. 

そして、それ以外の場所ではエントリーしないというように、エン 

トリーポイントを１点集中に絞り込むことで、結果として利益が増

えます。 

 

もう１つ、余計なエントリーが増えてしまう要因も解説します。 

 

これもＦＸをよく勉強している方にありがちなのですが、 

「知っている⼿法を混同して使ってしまい、エントリーを増やし 

ている」という傾向があります。 

 

なまじ多くの方法を知っているので、 

「ここはこの商材でのエントリーポイントだから⼊れそう」 

「ここも⼊れそう」という感じで、 

エントリーありきで、⼿法を強引に使ってしまうということです。 

 

これは結果として、ポジポジ病につながります。 

そして焦りが焦りを⽣み、エントリーを多くするほど、損失を抱え 

ていきます。 

 

もちろん、⼿法を多く使うことで、利益になっているのであれば問 
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題はないのですが、もし利益になっていない場合は、やはり 

「１点集中してエントリーを絞り込むこと」 

こそ利益になると考えて、まずは試していただきたいと思います。 

 

勝てる確率の⾼い方法だけを実行して、 

「勝ちグセをつける」感覚です。 

 

アドバイスとしては、トータルの利益が安定しないのなら、 

必ず１つの⼿法、１つの商材にしぼって検証と練習を重ねましょう。 

それ以外のロジックは、ＭＴ４から表⽰を消したり、マニュアルを 

フォルダから消すなど「断捨離」を実行してみてください。 

 

そうすることで、⼀番早く稼げるようになります。 

 

そして、そもそも利益を上げているトレーダーも、それほど 

複数のロジックを使っているわけではないケースが多いですね。 
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では、まとめましょう。 

勝てないトレーダー 

→エントリー回数を増やせば、利益も増えるという誤った考えにと 

らわれている。結果として、焦ってエントリーしたり、 

身につかないまま、いろんな⼿法に⼿を出してしまっている。 

 

勝てるトレーダー 

→絶対的に稼げる軸としてのトレード⼿法を、練習した上で身に付 

けている。その⼿法にのっとって、エントリーするべきところだけ 

で、エントリーし、余計なトレードはしない。 

それで利益を最大化できている。 

 

エントリーポイントを絞り込むこと、そして絶対的に稼げる１つの 

⼿法をまず研ぎ澄ませること、まずはこれを意識してみてください。 

 

どの⼿法が良いか迷う方については、次回以降のメルマガで 

「トレード⼿法」について詳細に解説します。ご期待ください。 

 

以上が、戦略２：「１点集中のエントリー」です。 
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戦略３：正しい行動を淡々と実行する 

 

「エントリーを早くする」 

「エントリーを絞り込む」と技術⾯での指針を解説しましたが、 

それと同様に大事なことが、「淡々とエントリーする」ということで

す。 

 

これこそが、私⾃身、ＦＸで稼げるようになれた⼀番大きい要因 

かもしれません。 

要は感情的にならずに、正しい行動を淡々と実行することです。 

 

仕事や勉強にしろ、スポーツにしろ、成功できる⼈は、 

「正しい行動を淡々と練習、実行できる⼈間」です。 

ＦＸも例外なく同様です。 

 

勝てないトレーダー 

→正しい行動を淡々と実行しない。 

やらないための⾔い訳を常に探している。 

（めんどくさい、続けるのが不安、もっと楽な⼿法はないか） 
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勝てるトレーダー 

→正しい行動を淡々と実行できる。 

行動することに価値があることを知っている。 

行動するための目標管理ノウハウを知っている。 

 

行動しないてことは、⾮常に簡単です。メンタル的に楽です。 

 

だから負ける９割のトレーダーは、正しい行動を実行しません。 

ＦＸをマジメに勉強しているようでも、身につかないまま新しい⼿ 

法に⼿を出したり、検証をしなかったり、楽な方に⾃然に流れてい 

きます。 

 

勝てるトレーダーになるためには、ここにラインを引き、 

⼀般トレーダーとは違う行動をとること、正しい行動を実行する強

い気持ちを持つことが大事になります。 

 

このためにすべきことは、 

「⽬標管理」 

になるのですが、このノウハウについては、当サイトの【メルマガ 

登録時最初のメルマガ】で配布していますので参照ください。 
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この目標管理ノウハウは、⼀流のコンサルタントが実行し、 

ビジネス⾯などにおいて多くの成功実績を出しているノウハウです。 

 

ＦＸにおいても、有⽤になりますので、ぜひ実践してみてください。 

目標設定を行っているため、⼀定の行動や努⼒が必ず報われます。 

 

また、正しい目標管理のフレームがあれば、 

「⼀時的に利益が出ないことに焦らない」「楽な方に流れない」こ 

とができ、成功に向かって行動が継続できます。 

 

物事で成功できるかは、知識や才能ではなく、この⽬標管理を知っ 

ているか、知らないかに拠るといっても過⾔ではないですね。 

 

そして、このノウハウ内でも述べていることですが、 

⼈はイメージできないことは絶対に実現できません。 

 

⽉500pips 獲得するためには、あなた⾃身が、⽉500pips 獲得する

イメージを明確に持っていないと実現はできません。 

そのために、目標を確率し、目の前の壁（問題点）を乗り越えて、正

しい行動を実行するための気つけ薬です。 



     

 

３１ 

Copyright (C) 2019 タマちゃん式常勝ＦＸ. All Rights 

Reserved. 

これが最終的に稼げるトレーダーになるための本質です。 

 

目標を確⽴し行動すること、問題がでてきたら対策をとること、 

これを実行していけるのが、本当に勝てるトレーダーです。 

 

その証拠にあやふやなまま、気がついたら大きな夢が叶っていたと 

いうことって、まず皆無ですよね？１００％ないです。 

 

勝てないトレーダーは、楽なこと以外は行動しません。 

勝てるトレーダーは、正しい行動を粘り強く実行します。 

たったこれだけの違いですね。 

 

本レポートでは、９割の⼀般トレーダーの逆を行き、勝てるトレーダ

ーになるための３つの戦略を解説しました。 

 

・迅速なエントリー、リスクリワードを改善する 

・１点集中にエントリー 

・正しい行動を淡々と実行する 
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この３つについては、私⾃身、⾮常に大切にしているポイントで、 

⼈にＦＸを教えるとき、あるいは⾃分がスランプに陥ったとき、 

必ず思い起こしている⼼得になります。 

 

⾔葉としては、⾮常に単純ですが、はっきり役⽴つものと思ってい 

ます。 

 

冒頭でも述べたように、ＦＸで成功するために、特別な⼿法は必要 

ありません。（存在もしないと考えます） 

ただ、 

 

「負け組の逆を行き、１割の勝ち組の思考・行動を実行する」 

答えは⾮常にシンプルです。 

これだけです。 

 

ぜひ、取り⼊れられる部分については、実践してみていただきたい 

と思います。 

 

それでは、最後まで、本レポートをお読みいただき、有難うござい 

ました。 
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疑問点、感想などもサイトのフォームから送付いただけますと、 

⾮常に有難いです。 

 

次回以降のメルマガでは、 

・「エントリーを早めるための⼿法」 

・「ライントレードの効果的な学び方」 

・「利益を最大化する２つの習慣『●●』と『●●』」 

などについて、詳しく掘り下げていきます。 

 

サイト・メルマガで、有益な情報の発信に努めてまいりますので、 

今後もお役⽴ていただければ、これ以上に嬉しい事はありません。 

 

タマちゃん式常勝ＦＸ 山本カンタロー （ＵＲＬ） 


