


 こちらは、YouTubeに公開しております映像を電⼦書籍にしたものです。 
 ご理解を深めていただくために、映像中の解説⾳声を⽂字に書き起こしました。 

 お聞き逃しなどを解消していただけるものと存じますので、映像とともにご活⽤下 
 さい。 

 尚、以下のリンクをご利⽤いただけましたら、映像や、ウエブサイトをご覧いただけます。 

 ■「⾃由⾃在」ご案内サイト   https://tanosiine.com/freely     2022.1.15現在制作中 

 ■この映像をYouTubeで   https://youtu.be/QeJRdTg9IGY 

 —------------------------------------------------------------------------- 

 ■エンジェルウエブサイト   https://angel.nagoya/ 

 ■  ⻄江義博が利⽤する業者さん。 
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 いつもご利⽤いただきまして誠にありがとうございます。 

 さあ今回はですね、 
 新たなテクニックをご紹介しようということです。 
 このテクニックは、皆様から様々なご要望を頂戴いたしますの 
 で、それぞれの教材を今まで作ってまいりました。 

 今回は、全て網羅してしまおうということです。 
 つまり皆様は、取引時間のお好みがあるわけですね。 
 30秒、60秒、2分、3分、5分、業者さんによっては、4分という 
 のがあります。 
 ですからすべてを網羅いたします。 

 つい先⽇は、5分エントリーを新しい教材として欲しいんだっというお声が多くてですね 
 「丸⾒え」と申します新教材発売いたしまして⾮常に⼤きな⼈気をいただきました。 
 それで今回は、やはり30秒60秒をお求めの⽅も多いですからね、全てをこのテクニックで 
 網羅いたします。 

 ですからこのテクニックさえ⼿に⼊れて頂 
 いたら何でもできるということになります 
 ね。 

 今 USD JPY ⼤きな⼒、EUR、GBP、AUD 
 お話してる間に⼤きな⼒が来ましたが、 
 今ですねちょっとカレンダーを1⽉14⽇の 
 14時29分。 
 このような時間に経済指標の発表ないと思 
 いますけれどちょっとお待ちください。 

 はい本⽇⾦曜⽇ですね。 
 14時30分は、やはりありません。 
 ですから先ほどの動きは経指標は無関係であるということですね。 
 ⼤きな⼒で来まして雲から避けていくであろうと⾒えます。 
 他もちょっと確認. 
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 ⼒が強い上昇の⼒が強いですから雲抜けることももちろん考えられますね 。 
 USD/JPY またはユーロ、ユーロ下げ始めました。 
 じゃあここも下げます。 
 USD/JPYはい、これですね。 
 今30秒ですが、はい。さて、もう少しハイ このようにいたしましょう。 

 ⼩さくなりました。 
 60秒にしてローエントリーです。 

 この結果をご覧いただきましょう。 
 為替は、上下しながら⽬的の⽅向へ動いていきますので、この上下の関係です。 
 もし負けることがあれば取り返しエントリーいたします。 

 この結果を待ちます。 
 あと30秒程度ここから下⽅向への動きがまだ出て参りません。 
 停滞状態⽅向を変えるときの私の意思表現「もじもじ状態」というところですね。 
 動きなし。 
 動き出るのを待って、もし動きが遅いようであるならば取り返しエントリーをいたします。 

 これ雲の中にちょっとのぞき込みました 
 けれども、 
 雲の⼒にちょっと押されて下げて参りま 
 して勝利いたしましたね。 

 30秒ではなくて60秒エントリーでした。 
 次30秒。 
 さあ、⾒ます。 
 ⼒を⾒ます。 
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 雲、雲の影響を受けて、、、もう少し待ちます。 
 ちょっと動きが鈍いので2分でローエントリー。 
 さお。これも結果待ちます。 

 編集で途中早送りするかもしれません。 
 早送りしても皆様にはご覧いただきます。 

 これは2分エントリー。 
 結果待ちです。 
 やはり雲の抵抗を受けて少し動きが鈍いです。 
 まぁ、もちろん動きが鈍いですから2分エントリー致しましたけれど 。 

 動きが出てくるのに2分あれば、というところですね。 
 お待ちください。 
 もう少し、あと1分少々。 

 ちょっと動きが鈍いです。 
 雲に絡んでいるところは、ひじょうにこう⾔うことが多いので・・・ 
 まぁ、動きが悪いだろうと思いながら2分を選びましたけれども、今の所動き無いですね。 
 遅いですね。 
 もう動いてくると思います。 
 あと45秒。 
 待ちます。 
 さあ、もう 来ますね、あと30秒程度。 
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 はい、来ました。 

 徐々に、徐々に少しずつ下⽅向。 
 雲に⾜を取られているというところですね。 
 2分エントリー判定までまもなく、あと6秒。 
 はい、勝利いたしました。 
 2分エントリー。 
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 1分エントリー、2分エントリー今両⽅勝利ですね。 

 さあ、これから動きに乗ってくるかなというところで30秒エントリー1本。 
 先ほどの停滞状態からもう動き出しておりますよね。 
 息を吸ったから吐くということで30秒で狙いました。 
 狙い撃ち。 

 判定まで10秒。 
 まもなくです。 

 はい勝利いたしました。 

 さあ、この動き連続性があるかどうかですね。 
 3分となれば、これ3分間下げなければなりませんので・・・ 

 はい、 3分エントリー。 
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 ここに時間、表⽰がございます。 

 もし、動きが変わるようであるならば、 ⽅向を変えるようであるならば、 
 もちろん取り返しエントリーいたします。 

 ただいまは3分。 
 結果待ちます。 

 やはりここ雲に絡んでおります。 

 雲に⾜を引っ張られているという表現、私いたしますけれども 、 
 はい、 雲を抜けました。 
 ブルー3本⽬、3本⽬、雲を抜けてこれから下へ動いていく。 
 スムーズに動いて⾏くであろうというところですけれども、 
 はい、3分選んで正解ですよね。 
 まだ、はっきりしたした⽅向への⼒が乗ってきませんので、 もう少し。 

 チャートは、今ちょっと戻りました。 
 平均⾜戻りましたが 、ストキャスティクス⾒ても、もう下へ来るであろう。 

 雲⾒ると 下落トレンド、ゆるい下落トレンドですから、 
 まだこれ下げてくるはずなんですね。 
 為替の呼吸で今息を吸っている状態ですから息を吐きます。 
 さあ、これは3分エントリー、ちょっと、、、 ⼒が上へ変化。 
 3分エントリー。 

 7 



 取り返し。 

 3分エントリー。 
 取り返し。 
 取り返し1本負けたら2本で取り返してさらに利益を実現できます。 
 ⽅向変えてしまいましたので取り返し。 

 ⼀本⽬これですね判定まであと53秒、、2秒。 
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 雲の中の10階ですからね、雲の中っていうのは急変することがあります。 
 変な動きすることがあります。 
 ですからここも油断なりませんが⾒ていきましょう。 
 また変な動きになったら取り返しますから問題ありません。 

 1本⽬あと30秒切りました。 
 上昇継続1本⽬は、負け確定になりそうです。 
 まもなく、あと7秒。 
 これで10万円⼀本負けですね。 

 これ勝利いたしますと、154,000円ありますよね、ですから今10万 負けて、 
 54,000円のプラスになります。 
 取り返しエントリー2本でいいというのはこういうことですね。 

 まあ、細かい計算して、⾦額変えるというのもありますけれども、 
 この⽅が簡単なんですね。 

 チャンスを失うことないです。 
 考えて計算してその間にこれ動きが変わったりチャンスを逃すということもありますので、 
 この⽅が簡単ですね。 
 負けたとと同額を2本いれる。 
 それによって取り返しプラス利益が実現するということですね。 

 さぁ、待ちます。 
 どうやら雲に沿って下落という動きではなくて、雲の上に展開しそうな勢いで動いておりま 
 すよね。 
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 まぁ今後のエントリーは今後の動きを⾒て決めます。 

 これの結果をまず待とうということですね。 
 3分エントリー3分エントリーは、合計3本です。 

 1本⽬負けて2本で取り返してという、取り返しまであと15秒程度。 
 さぁ、雲の中やはりも形が変わりました。 
 しかしこれは負ける要素ありません。 

 まもなく勝利。 
 はい、これで私の勝利ですね。 
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 こんなことで雲の中は、先ほど⾔いましたように変な動きすることがありますので、 
 雲の中のエントリは、避けたいんですね。 
 教材でしたらば、教材の解説映像でしたらば、わざわざこういう危ないところで雲の中の変 
 化をするかもしれないところでエントリーして⾊々な場⾯をご覧いただくわけですけれども 
 ね今回は是⾮勝利してるところをご覧頂きたいということで勝率の低い雲の中はやめようか 
 なというところですね。 

 ですからちょっと他⾒てみましょう。 
 はい、雲の上の展開。 
 じゃあここでもいいですね。 

 GBPは、AUDは、NZDは、はいEURがいいですね。 
 EUR/JPY 今画⾯は3分になっております。 

 雲からいたしますともう少し下げますがまだ上昇の勢いが衰えておりませんので、 
 全てエントリーいたしました、あと残るは5分ですね。 

 5分に適した動きであるならば5分エントリーいたしますし、適していなければわざわざ危 
 険を冒すことありませんので、これももちろん教材で解説いたします。 

 どういう場⾯が5分に適してるのか、どういう場⾯が30秒60秒がいいのか、 
 もちろんこれらの種類、30秒、60秒、2分、3分、5分、いずれも解説いたしますのでそれを 
 しっかりと皆様練習していただいて、覚えていただいたら皆様の勝利につながるのではない 
 でしょうか。 
 皆様の勝利につなげていただきたいという想いがあるからこそこういう教材を制作しており 
 ますのでご信頼くださる皆様のために、喜んでくださる声がほんとに多いものですからね、 
 ひじょうにうれしいいんですよ 。 
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 教材を制作するというのは、皆様の想像以上に⼤変なんです。 
 ですからよく命を削って製作している などという表現をすることがありますけれども、 
 本当にそういう事でして、でも喜びの声をたくさん頂きますのでね。 
 ですから・・・ 

 今5分エントリーいたしました。 
 ですからいろいろと皆様のお好みに応じたものが作れるということで⾊々な教材を制作して 
 発売いたしております。 

 皆様の性格がさまざまです。 
 お好み様々ですですからいろいろなこの時間、皆様があれが欲しいこれが欲しいということ 
 になるわけですね。 

 ですから、今回はまとめていこう。 
 ということで30秒から5分までありというしかも負けても取り返しまで⽅法をそこの解説に 
 含んでる。 

 この教材のテクニックに含んでいるということですね。 
 まあ、もちろんですよね。 
 負けっぱなしでは終わりませんので、負けたら取り返して終わるというのが私の⽅針ですの 
 でそういうところですねお⾒せしてるわけです。 

 先ほど負け取り返しましたね。 
 このように教材映像ではご覧頂いておりますので、この今ご覧頂いてる映像は YouTube に 
 アップロードいたしましてどなたにもご覧いただけるようにいたします。 
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 この映像だけで30秒から5分までの全てわかるのかと⾔うとわかりませんよね。 
 皆様もっと詳しい解説が皆様にとって必要であると思います。 

 そのために教材制作いたしますので、そしてこの今ご覧頂いてる映像もですね、 
 教材として更に更にこの映像に編集で解説を変えようかなと今思っておりますので、 
 そういたしますとしっかりご理解いただけるはずであると思います。 

 この映像は、いつも⾔いますように CG の作りものではございませんので、 
 今まさに皆様がご覧頂いているようにエントリーしてる映像なんですね。 

 これ、今現在です。 
 1⽉14⽇14時44分に収録してる映像です。 
 これでもう全て今ご覧いただきましたよね。 

 全ての時間をここに網羅しております。 
 お好みは、皆様それぞれ好き好き性格の違い⾊々ですからね、皆様これ⼀本この教材⼀つ⼿ 
 に⼊れて頂いたらそこからご⾃⾝に応じた時間帯、このエントリー時間ですねこれをお選び 
 いただいてその解説もちろんいたしますのでこのエントリは、こういうタイミングで取りに 
 ⾏く、こういうタイミングで打つ、こういう流れを呼んで打ち取る。 

 というようにですね今簡単に申し上げるとそういうことですけれども、そういう解説をいた 
 しますそのための驚きの教材ですからぜひ⼿に⼊れてください。 
 その価値は⼤いにあります。 

 今までたくさんの教材持ってらっしゃる⽅本当に多いですけれども、ぜひぜひこれはこれで 
 また違いますので⼿に⼊れてください。 
 私どもの教材は本当に多くの皆様が毎回ご購⼊くださるんですね。 
 毎回です。 
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 新発売の都度です。 
 ひと⽉に1本とか2本とか発売しておりますので、毎回ご購⼊下さるんですね。 
 これ負けていたら購⼊できないではないんですか、皆様ご⾃⾝の⽴場になってお考えいただ 
 きますと負けてお⾦を失っているのに、新たな教材買えないですよね。 

 新たな教材をその都度ご購⼊いただくというのは、それぞれのテクニックで効果を得て頂い 
 て教材代⾦取り替えしているからこそだと思うわけですね。 
 ですから勝利報告を頂戴しない皆様であっても毎回ご購⼊くださると⾔うことは、 
 皆様ご信頼くださって勝利してくださってということで私は、ひじょうに喜んでいるわけで 
 す。 

 もちろん喜びの声たくさん頂きますのでそれも本当に嬉しいんですね。 
 そうするとまた新たな教材を作らなきゃということになります。 
 私は、皆様よりエントリーする量は、多⼤です。 
 ものすごく多いです。 
 どなたよりも多いと思います。 

 ですから同じようなテクニック似たようなテクニックだと思っても中⾝違うんです。 
 違うんですね。 
 私は、私なりに成⻑しておりますのでエントリーの数がどんどんどん多いですから、皆様よ 
 り膨⼤ということになると経験料が多⼤になるわけですね。 

 はい、お話してる間に勝利いたしました。 

 これで 全ての時間を、 皆様の⾒ていただいてるこのまま 何の編集もなく ご覧いただきま 
 した。 
 こういう⾃由⾃在に駆使していただくのもよし。 
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 この中からお好きな時間帯を選んでいただくのも良し。 

 ということですね。 
 それでは皆様今この発売前にこの映像を収録いたしておりますので、 
 発売いたしましたらこれを Web サイトに公開いたします。 

 ぜひ、素早く⼿に⼊れていただきたいと思います。 
 では、ご覧いただきましてありがとうございました失礼いたします。 
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 新教材「⾃由⾃在」は、 
 販売の準備が整いしだい  こちらのウエブサイト  でご案内させていただきます。 

 ウエブサイトURLは、公開後にご覧いただけます。 
 https://tanosiine.com/freely 

 全てが真実の映像、ご覧いただいたままですので、 
 ご安⼼のうえ、ごゆっくりご覧ください。 

 ★2022年1⽉15⽇現在、ウエブサイトと教材を製作中です。 
  発売させていただく準備が整いましたら、ウエブサイトを公開させていただきます。 

 ▼以下の映像は、今すぐYouTubeでご覧いただけます。 
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