
◆くま侍大衆心理手法

この度はこちらを手にして頂いてありがとうございます。

今回は、twitter上で10万から400万達成した手法を解説して行きたいと思います🐻

実際手法に関しては固定ツイートに書いてある事を中～短期で行っていますが、恐らく

大半の方が「原理はわかるけど、どうチャートを見たらいいのか？」と思ってると思います。

ちゃんと再現性が高いように改良したので、これを読めばしっかり使いこなせるようになります。

まずロジックの部分解説する前に基礎中のダウ理論から解説したいと思います



◆ダウ理論

基礎中の基礎です。ダウ理論というのは

・高値安値切り上げ→上昇トレンド
・高値安値切り下げ→下降トレンド

という認識をします。そして画像右側のトレンドを崩した場面を転換の兆しとして捉えています。

私のチャートの見方はダウ理論が元になっており、着目しているのは「転換」の部分です。

後でお話します。



◆ありがちな取引（レジサポ）

こちらがダウ理論の概念とラインを組み合わせたポピュラーなポジションの取り方です。

・レンジをブレイクしたブレイク狙い

・ブレイク後のレジサポ転換から押し目買い

多分皆さん一度は勉強した事あると思いますが、これ教科書通りに行うと

びっくりするくらい負けます。。。笑

最悪トントン

何で負けるかって言ったら教科書通り過ぎてみんな狙ってしまうので、旨味がないんですよね



◆こちらも加えて

「初心者オススメパターン！！！」

「これだけで勝てる！！！」

みたいな感じで上の画像をみんな勉強すると思うんですけど

そもそも、誰かが損してるから相場は動くのであって

誰がみても

「買いだ！！👨」「これは売りいい👩」

って場面は

誰も損してないから狩られます。

9割の人が負けてる世界で戦ってるのに
周りと同じような取引をしてれば負けるのは当然

つまり

みんなと違う所でポジションを取らないといけません！！



◆例えば①

良くあるパターンのブレイク後の押し目買いです🐻
まず第一に考えないといけないのは

「誰でも買えてしまう様な局面」

さっきも言った通り、みんなと同じ場所で同じ方向にポジションを取ったら優位性は少ないです

教科書通りに行くと、ここは大チャンスだけど

だからこそ大衆を損させる為に

大口に狙われます🐻



◆例えば②

①の画像で仮に上手く行って、利益が伸びて来たとしても

その背景でショートを掴ませる動きが無いから

利益が伸びずらいです

つまりセオリーな形は勝率が悪く、利益が伸びずらい傾向にあります

「じゃあどういう動きをしたら入れるんだよ！！👨」

誰かが損した動きが出たらです！！🐻



◆騙しの動き🐻（本題）

こうなればよいです

あくまで一例ですが基本的には

「誰かが損してる時を狙う」事をやっています

詳しく原理を解説するのでついて来てくださいね🐻



◆V字A字の後を狙え！！🐻

大衆心理として

・高値を割れば「押し目買い」

・安値を割れば「戻り売り」

→要はN字を大抵の人は狙っています🐻

じゃあそのN字を狙ってた人が損する動きって上のV字A字チャートです

これが出るとロングもショートも狩られて、大衆がほぼほぼ損します



◆順序だてて考える①

さっきの画像に戻るとセオリー的には青□でロングしたくなる形です
で、みんなNの形を期待しますよね？

＜②＞

①でN字を期待した人は安値を割れて狩られて、次は売りのターンが訪れます
大衆は今度は売りのN字を期待します

ポイント：1回ロングが狩られる



＜③＞

ここで下のNにならずに高値を割れてしまうと
ショートを打ってた人は狩られたか捕まっています

ここからがチャンスになります！！！🐻

ポイント：ロングが切られるそしてショートも切られる



＜④＞

③でショートを打ってた人はレートが上がってしまって、損をしている状態です

ってなると今すぐに「損を０にして決済」したい心理が働きます🐻

だからたまたまそこにレートが戻ってくれば、

青□で買うのは全然怖くないんです！

そこで「ショート助かったぁぁ～！！！逃げるクマ！！！」って動きは

すぐに来るので、ここで買えれば

一瞬で利益が出やすいです🐻

ポイント：ロングもショートも狩った後がチャンス！！



◆エントリーするとなると

こんな感じになります🐻
私は高値のブレイク手前くらいまでは狙いますね

あんまり伸ばさないです

なぜなら今度は、ブレイクを狙って新規エントリーが入ってくる可能性があるので

そこでまた騙しがくるかもしれないからです🐻

だから欲張らないで最低高値くらいまで取って逃げる事が大事



◆Ｖ字Ａ字のモゴモゴが大事

①Ａ字Ｖ字を見つけたら、モゴモゴを確認

→誰かがどれくらい損してるか分かるから

②Ａ字Ｖ字の抜け方を次に見る！🐻
→抜けが強いなら方向確定→弱いならまた騙しが来るかも

①のモゴモゴの大きさ、②のＡ字Ｖ字が完成した時の抜け方さえ押さえれば

あとは勝つだけです

流石に図解ばっかりでみんなも飽きてきた頃だと思うので

そろそろ実践編にうつります



◆基本ロジックおさらい

大衆は

・高値割れで押し目買い

・安値割れで戻り売りを狙う

これは教科書に書いてあり、その通りにトレードすると全く勝てませんが

”この心理を裏切った所”に優位性があります

3枚目でクマの含み損が０になった時
「助かった・・」って逃げる→決済売りで反転

その動きをサクっと取っていくのが手法の基本ロジックです🐻

要は誰かが損してるしてる所を狙って行きます



◆準備するもの

必要な物は

「ZigZag」という高値安値を分かりやすく表示してくれるインジケータです🐻

PC版MT4・tradingviewで表示できます。

なんでこれを入れているのか？というと

自分の感覚で高値安値を判断すると、無限に存在するのと、これがあった方が手法に一貫性が

でます。

慣れてくれば外してもらって構いません。

このZigZagを使えば、先ほど解説したロジックが凄く分かりやすくなるのが、わかるでしょうか？

これを中～短期で再現していきます！



◆エントリーポイント探し方

まずはジグザグを入れた状態で、このチャートのエントリーポイントを探していきます

大衆は

・高値割れで押し目買い

・安値割れで戻り売りを狙う

そして”この心理を裏切った所”を探します！



トレンドの条件は

・上昇トレンド→高安切り上げ
・下降トレンド→高安切り下げ

なので、画像の青の部分は下降トレンドです。なので大衆は更なる下落を狙って戻り売りを狙い

ます。

その下落が失敗した所がゾーンになります（見やすくzigzag消しました）



◆引いてみる

下降トレンドを崩した＝高安切り下げの条件を崩した

最後の波は赤で差した波です。

この波の中で戻り売りが入ったのは紫の四角なのでここがゾーンになります。

エントリーとしてはゾーンに入ってきたら買いです。損切りはゾーン下限です。



◆利確に関して

利確に関してですが、大衆が騙されて→助かった・・（決済買い）

の動きだけを取るので欲張らずに最初は10pipsくらいで済ませてOKです

この手法を何回も繰り返しているうちに

伸ばせる時、あんまり伸びない時の判断も出来る様になるので、利益を伸ばすのはある程度練

習してからにしましょう！

↓の図のイメージです。



◆一旦おさらい

ジグザグで高値安値切り上げてる所を探して、そのトレンドが失敗した時に

買い（または売り）が捕まってる部分にゾーンを引く

そこに戻って来た時にエントリーする。

これが主な手法となります。



◆基本が分かった所で本題

沢山ゾーンが引いてありますね。

これは何をやっているのかというと・・・

さっきのロジックを

日足～1分まで探してゾーンを引いていきます！！！🐻

大変そうに見えるかもしれませんが、これをやった方が精度があがります

実際にマルチタイムでの引き方もしっかり伝授するので、しっかりついて来てください！



◆マルチタイム

＜日足＞2022/3/20日チャート

＜4h＞



＜1h＞

＜30m＞

文字割愛、色で判断して頂ければ。



<15m>

<5m>

とりあえず5分までで良いです。1分も私はやりますが、引くの若干難しいので！



◆まとめると

ちょっとだけ整理しました。こうやってマルチで見ると全ての壁が網羅できます🐻

ただ注意してほしいのはあんまり壁からレートが離れると効かない事もあります

なぜなら、ゾーンは反対ポジが捕まってる所であり、そこからレートが離れると

反対ポジの人がロスカットされている可能性があるからです。

って事は捕まってる人が助かる動きが出ないという事になるので危険ですね。



◆上位でポジる時（重要）

上位のゾーンであればあるほど、ゾーンの幅が広くなってしまうので

つまり損切り幅のリスクや利益になるまでの時間が長くなり、メンタルに負荷が掛かります。

なので1分まで短期に落とし込むと、リスクが小さくなるし、更に大きくロットを張っても大丈夫にな
ります！

後は上位足の流れに沿いたいのであれば、逆方向に騙しを待ったりすると

長期順張り→短期逆張りが可能になります！🐻



◆実際のエントリー例
過去エントリーしたトレードの解説付きです。













◆何度もおさらい（ゾーンの引き方）

しつこいかもしれませんが手法がブレない様になんども覚えて頭に刷り込ませて行きましょう。

ゾーンの引き方のコツは、自分が更なる下落を狙った場合

「この辺から売りたくなるな～」って考えていくと見えてきます。

画像で考えれば紫のＮ字を大衆は狙って、赤いレジサポライン的な所まで戻り売りを狙うと思い

ます。

私も昔ならここで売りたくなってたと思います。

でもここでは売らずに、赤の波で失敗してからがチャンスです🐻

緑の□で自分が売っていたとすれば、赤矢印まで戻った時に「たすかったぁぁぁ！！」って決済す
ると思います。

自分だったら

ここで売りたい・買いたいが失敗した所にゾーンを引く

というのがゾーンの引き方のコツになります。



◆ここからは

自分がやっている事は、前半に全て書きました。

で、この手法は完全なシステムトレードではないので

練習は絶対必要です！🐻

なのでこの手法の練習方法を

・基礎～～zigzagゾーン練習～～

・初心者～～低レバ高勝率チキン利確編～～

・中級者～～分割利確損小利大編～～

・上級者～～ハイレバ高勝率編～～

の４段階に分けてお話します🐻



◆基礎zigzagゾーン練習

こちらはチャートを消してzigazagだけ表示しました。大体スキャデイトレなので１～5分足で練習
が良いです。

この状態でゾーンを感覚で引いていきます。ルールはもう大丈夫ですよね？



大体こんな感じになりました。ちょっと複雑かもしれませんが

青がトレンド、赤がトレンド崩した波を表してます。

最初はこのように過去チャートで検証してみてください🐻

ではチャート表示しましょう



＜チャート表示＞

こんな適当でも

チャートを見ずにzigazagだけで引いて5回ほどチャンスがあり

3勝１負け１引き分けといった所でしょうか？
現在進行形のチャートですが、一番下に引いたゾーンも反発していますね。

最初のうちは反発したら利確で大丈夫です。

大体10pipsいくかいかないか？くらいで私は利確する事が多いです🐻

これで何度も引いていれば大きく跳ねるポイントがわかる様に精度が上がります。



◆初心者：低レバ高勝率チキン利確編

これは初心者の為のやり方です。実際ゾーンにレートが入って来た時「こんな所で買うの怖

い！！！」ってなると思います

だからこそ優位性があります！

初心者の頃って

・ポジポジ病

・チャンス待てない

・チキン利確

・フルレバ

になってしまいがちですが、資金を20分割してゾーンの中でポチポチしていれば

意外と負けないです、そして上記４つの性格でも問題ありません

利益が出たらすぐ利確でも、損中利小高勝率になるので

トータルで利益が残りやすく、低レバ連打なので勝率が高くなりメンタルが安定しやすいです。

怖かったら5発だけ打って様子見
→伸びそうならもう少し追加して利確
→無理そうならそのまま損切り

って感覚でも全然勝てると思います。



◆中級者：分割利確損小利大編

ある程度ゾーンに慣れてきたら次は利益を伸ばす事を考えたくるなると思います。

利益を伸ばしたいのなら、上位足の方向に沿ってエントリーがやりやすいです。

ただ人間は利益を伸ばそうとして、あった利益が無くなった瞬間にメンタルが崩壊します。

なのでこちらも初心者編と同様分割エントリーを駆使して少し利益がでたら半分利確

→もう半分は伸ばすとやってみると良いです🐻



◆上級者：ハイレバ高勝率編

これは初心者のうちはやらない様にして下さい。

このやり方に慣れてくると、まずzigzagがいらなくなり
更に「波が完全に崩れる」前に崩れる判断が出来る様になってきます。

基本的には5分足のゾーンでポチポチしていれば良いですが
1分まで落とし込むと、若干早く波の崩れを察知出来ます。

ただ1分のゾーンは
・値動き（プライスアクション）

・ゾーン引き方がちょっと難しい（押し戻りの判断が難しい所がある）

・時間帯

を複合的に判断しないといけません。

ですが、1分レベルのゾーンは損切り幅が狭くなるので
レバレッジを思いっきり掛けやすく最速で資産を増やす事ができます

ただ高ロットは握るのが難しいので、利益がでたらすぐ利確したくなると思います

なので初心者、中級者の段階を踏んでから挑戦して見てください

要は経験値で戦っていくことになります



◆とりあえずはA字V字を探す

上位足の方向見てポジりたい方向を定めたら、「A字」「V字」の動きを待って
そこからトレンドフォローするのが固いですね！

そして上位足と組み合わせる事で損小利大にもなりやすいです



◆最終的に

最終的にはこんな感じでマルチでゾーンを引いて

・どこが大衆の目線が裏切られてるのか？

・どこが損切り小さくなるのか？

それを把握出来る様になれば合格です。あとは稼ぐだけ！！



◆意識して欲しい事①

＜私のやってる事＞

①利益は伸びたら利確→最大目標まで届かなくても

②損は小さくする

③そもそも勝率が高い所しかポジらな

普通の人はホームランを狙おうとするから、大きく負けたり、メンタルが崩れて暴走します🐻
バントなら負けも勝ちも小さく済むしメンタルも崩れないです🐻

また仮にでっかいトレンドに乗れても

結局の所握り切れないです

なんでか？？



◆意識して欲しい事②

まずlotが高くなると、長期で保有するのって人間のメンタル的に超きついんですよ🐻
しかも画像見たいなトレンド出ていても、取り切れなくて絶対どっかで利確したるなるんですよね

ｗ

でも、lotが高ければ1pipsでも勝てば生活出来るので

ホームランを狙って長く予想するのって合理的じゃないなって思いま

す。

というかそんな先の事読めませんね自分は



◆追記:無料ストラテジー🐻

これの手法を読んだ方には全員勝って欲しいと願っていますが

技術や知識は伝えられても、どうしても感覚的な部分を伝えきるのが難しく、勝ちきれない方が一

定数存在する事がとても、もどかしく思っています。。。

そこで最後まで皆さんをサポートするべく「無料ストラテジー」を公開しています

簡単に言えば私の公開しているストラテジーに、皆さんが紐づけすると、この手法のトレードが、

皆さんの口座にも自動反映されます

いわゆるコピートレードに近いですが、違いはお互いがリアル口座でないとできない事や、VPS
等不要でスマホを閉じても反映される事です

■運用成績（上記画像~10/13）
利益:＋1,431,630円
全体:＋28.62％(!)(9月1日開始)

実績として９月から開始して上記の結果が出ています！ 証拠金額によって利益は変動します
が、現状600名近くの方が紐付けしており全員プラスの状態です

もし気になる方はLINE＠にて「ストラテジー希望」と連絡下さい。ご案内します



◆最後に

ここまで読んで頂きありがとうございました🐻

ポーカーっていうゲームもプロ試合で、教科書通りに戦うと

100％負ける世界クマ

相場もそれと一緒クマ！！！🐻

なので今日解説した内容は

教科書通りにポジった大衆（カモ）の動きを狙う手法なので、本当に勝率が高いです

まずは50回は練習して、上級者編までステップアップしていって欲しいくま！

長々とありがとうございました。

これからも応援よろしくお願いします！🐻

※１０月に追記したので文脈が変な所があるかもしれませんがご了承下さい


