
ケンじぃトレード手法 

 
この度は私の手法を閲覧してくださりありがとうございます！ 

 
それでは本編に進みます。実際の基本的なエントリーから利確の流れの考え方をこれから説明し

ていきます。 

 

ここでは、私が実際にどのような流れを確認しながらエントリーまで繋げているのかをご説明して 

いきます。 

実際に流れを読んでもらい皆さんのエントリー流れを参考にしてもらえたらと思います。 

これから説明する内容は全て実際のエントリーまでの流れで解説していきます。 

私の場合、まずは１時間足をチェックしたら、以下のようなチャートでした。 

 

見た瞬間わかるように、下落トレンドですよね。 

こうなると、私が狙うのは戻り売り戦略になります。 

そして、この１時間足をぱっと見た時に下記のようなポイントに水平線が引けると判断したので、 



そのあたりで戻り売りが出来ると判断しました。 

 

そこから、私の場合、基本的に短期のデイトレードなので、１時間足にラインを引いたら、 

後は１５分足の動きで監視します。 

１５分足チャートだと以下のような感じです。 

(１時間足と特に変わらないですが…) 

 

そして、赤ライン付近にアラートを設定しておいて、 

アラートが来るまで完全に放置します。 



私の場合、待っている間にもずっとチャートを見ていると、ちょっといい形が出来るとエントリーし 

てしまいそうになるかと思いますが。その結果負けるという事が殆どの場合があるのでとにかく黒ラ

インに来るまで我慢です。 

もし、黒ラインに届かずに下落していったら諦めます。 

アラートをセット後、しばらく待っていたら、レートが黒ラインまできて、アラートが鳴ったので、そこ 

から監視体制に入ってローソク足の動きに集中します。 

私の場合、赤ラインまで来たら、なるべくピンポイントでエントリー」したいので、まずは１５分足か 

ら５分足にチャートの時間軸を変えます。 

 

上記の画像だと、少し見づらいので、ここからエントリーポイントを詳しく説明するために、チャート 

を少し拡大した画像で説明していきます。 

(５分足の拡大図) 



 

チャート５分足に変更したら、私の場合、陰線が１本出るまで待ちます。 

何故なら、陰線が１本出ることによって、買っている人達が、 

『黒ラインのレジスタンスで反落するかも』 

と考えて、買っていた人達の利食いが出始めるため出始めるためです。 

そこで、赤ラインまでレートが来たら、５分足で陰線が出るまで待って居たところ、 

５分足の確定で陰線が出始めて、以下のようなチャートの形になります。 

上記のチャートを見ると、大き目の陰線が出ますよね。 

これを見たときに、『あ・・・このまま下に行っちゃうかも』と思ったのですが、 

ここで無理に飛びつくと、損切り幅が大きくなってしまうので、ぐっと我慢して監視を続けます。 

そして、５分足で陰線が確定したら、更にピンポイントでエントリーする為に、私は１分足チャート 

に変更します。 

その為、そこから１分足チャートにしたら、以下のような形になっていました。 



 

５分足でチャートを見たときに、『そのまま下にいっちゃうかも』と思ったのですが、 

１分足で上記のチャートの形を見たときに、『多分、一旦反発するだろうな』と感じました。 

なぜなら、超短期では、上昇トレンドなので、一旦、押し目買いが入ってくる可能性が高いからで 

す。 

しかも、１分足チャートを見ると、丁度押し目買いが入りそうな場所で、 

『そこから反転するだろうな』と判断したので、再度、赤ライン付近にくるまで待ちました。 

 
そしたら、予想通り、押し目買いが入って、再度、赤ラインへ近づいてきたので、 

エントリーが近いと判断していきます。 



 

そして、この時のシナリオとしては、 

・赤ラインを上抜けしたら、一旦、トレードは見送り 

・赤ライン付近で小さな陰線や陽線が続いて揉み合ったら一旦見送り 

・赤ライン付近で小さな陰線が２本続いたら次の足でエントリー 

・赤ライン付近で大きめの陰線が１本出たら次の足でエントリー 

といったシナリオが想定していました。 

 

これらのシナリオを考えながら、ローソク足を１本ずつ見て行ったら 

以下のようになりました。 



 

これは上記でお伝えした、 

・赤ライン付近で大きの陰線が１本出たら次の足でエントリー 

というシナリオにあてはまるので、この陰線の次にエントリーしました。 

(赤〇) 



 

因みに、この時の損切りの位置は、赤ラインの少し上です。 

 

そして、エントリー後は、『そのまま放置』と行きたい所ですが、 

以下の画像の青ラインで押し目買いが入って、反発する可能性があります。 



その為、レートが青ラインまで行ったら、ストップを建値に移動するもありです。こうなって初めて、後

は利食いポイントまで放置します。 

 

また、この時に利食いは１５分足の直近安値に設定しました。 

下落トレンドなので伸ばす事も考えたのですが、直近安値の１回目のトライは売りの利食い目途 

＋逆張り買いの目途になるので、反転する確率が高いです。 

後は、直近の安値まで３０pips ちょい値幅があったので、 

リスクリワードを考えても、損に対して利益が２倍ある事から、 

直近安値付近の＋３０pips に利食いを設定しました。 

 



その後の動きは以下のようになりました。 

 

やはり、直近安値への１回目のトライは、売りの利食いと逆張り買いの目途になって、反転してい 

ますよね。 

もし、大きく利益を伸ばすことを考えたら、＋３０pips あった含み益をゼロにしてしまうところでし 

た。 

結局、このトレードは、上記の画像の青〇あたりで無事利確となりました。 

以上のこのような流れで、私はトレードをしています。 

基本的に、指標や要人発言等、突発的な動きがない限り、 

私は全て、このようなトレードの仕方になります。 

まとめると 

・1 時間足以上でトレンドを確認して、パッと見てわかる場所に水平線を引く 

・15 分足にして、水平線までレートが来るのを待つ 

・水平線にレートが来たら 5 分足で 1 本陰線が出るのを待つ ・5 分足で 1 本陰線が出たら、1 

分足に変えて、再度、水平線付近にレートが来るまで待つ 

・水平線付近でレートが反転し始めたらエントリー 

・この時の損切り位置は水平線の少し上 ・エントリー後、順行して、1 分足で押し目買いが入りそ 

うな場所に来たらストップを建値に移動 ・利食いポイントまで放置（利食いに関しては、”大衆心理 

を使った利食い方法”も使います） 

といった流れになります。 



文字にして書くとと色々やっているように見えますが、基本の事しかやっておりませんので 

極端に言えば、相場参加者が意識するような場所で押し目買いや戻り売りをしているだけです。 

精度の高いトレードは十分可能です。その為、あなたが今使っている手法にも、大衆心理の考え方

を取り入れて上げると、トレードの 

精度は十分高まるでしょう。 

全体の相場の流れから考えるトレード戦略 

前の項目では、私が実際にトレードをする際の流れをお伝えします。 

ただ、前の項目では下落トレンド時のトレード戦略だけなので、 

相場の流れに沿ったトレード戦略というのをイマイチ想像しにくいと思います。 

実際の相場というのは、 

下落トレンド、上昇トレンド、レンジというサイクルがあるわけですから。 

そこでここでは、 

・下落トレンドの転換から下落トレンド時のトレード戦略 

・上昇トレンドの転換から上昇トレンド時のトレード戦略 

・レンジ相場時のトレード戦略 

といったように、相場の一連の流れに沿ってトレード戦略をお伝えしていきます。 

ここでも大衆心理をもろこんでいるので、 

その部分をしっかりと読んで頂ければと思います。 

下落トレンドへの転換から下落トレンド時のトレード戦略 

方法 

ここでは、トレンドへの転換してから下落トレンド時の私のトレード戦略をお伝えしていきます。 

まず、上昇トレンドから下落トレンドへの転換する際の見極めですが、 

これはダウ理論を元に行っております。 

押し安値を下抜けしたら上昇トレンドが終わったと考えます。 



その為、上昇トレンドが出ている最中は、常に認識すべき場所は、『押し安値はどこか？』と行っ 

たことです。 

因みに、押し安値の場所は時間足によって異なります。その場所の判断は、あなたがトレードする

時間で考えてもらえれば OK です！ 

例えば、皆さんが１５分足をメインにしているようならば、１５分の中での押し安値を探してもらい 

そこを基準にしてもらえればＯＫです。 

因みに、私の場合は１時間足のデイトレーダーがメインになります。 

押し安値が１時間足と１５分足をメインに見ております。 

何故、その時間軸２つをメインにするのかと言いますと、１時間足というのは、 

『世界中のトレーダーから一番見られている時間軸』と言われているからになります。 

もちろん、１時間足よりも４時間足や日足、週足といった上位足の方が強く意識はされますが、１ 

５分程度の比較的に短期相場のデイトレの場合は、日足や４時間等の押し安値が来るまでに、 

既に下落トレンドは始まっており、４時間や日足等の押し安値は、むしろ利食いポイントにもなり 

やすいです。 

なので、短期のデイトレをする場合は、チェックはもちろんしますが、あまりメインとしては考えにく 

い時間軸になります。 

 



 

もちろん、１時間足や４時間足をメインでトレードするなら、 

４時間足での押し安値は必ず認識する必要があるので、そこだけの勘違いはしないようにお願い 

します。 

では、ここからは、私が実際のトレード戦略の組み立て方に入っていきます。 

今回は、わかりやすくするために、１時間足をメインに解説していきます。 

因みに、１時間足のチャートだけで解説すると、 

『５分足ではどうするの？』 

『１５分足ではどうなるの？』 

といった疑問があるかと思いますが、大衆心理の場合は、どの時間足でも読み方は基本同じで 

す。 

サポレジラインが意識される強弱が変わるくらいなのでそこまで気にしなくても大丈夫です。 

それでは、前置きが長くなりましたが、早速トレードの戦略の解説をしていきます。 

まずは、以下のチャート画像を見て、押し安値を探してみてください。 



 

どうでしょうか？ 

高値を更新した押し目が押し安値です。 

答えは以下の〇になります。 

 

よって、上記の画像の〇をしっかりと下抜けしたら、上昇トレンドが終わったと見なします。 

では、その後のチャートの動きを見てみましょう。 



 

しっかりと抜けて来ましたね。 

こうなったら、上昇トレンドが終わったと判断するので、考えるトレード戦略としては、お足安値付 

近での戻り売りです。 

何故なら、押し安値をしっかりと下抜ける事で、多くの相場参加者が、 

『上昇トレンドが終わった』 

とはっきり認識出来るからです。 

こうなると、サポレジ転換の法則で、 

・戻り売りを狙った人達の新規売り 

・押し安値付近で買ったけど、損切りが間に合わず人達の建値決済 

・押し安値を下抜け後、逆張り買いをした人達の利食い 

この３つの売りパワーが出やすくなるので、大きく下げるか確率が上がります。 



 

では実際の動きも見てみましょう。 

 

ぴったりと赤ラインで反応はしませんでしたが、黒ラインを下抜けした後は、レートが一旦戻って 

きても、上昇の勢いは続かずに大きく下落していますよね。 

これは押し安値を下抜けしたことで、『上昇トレンドが終わった』と判断した人が多かった証拠で 

す。 

押し安値をしっかりと下抜けしているので、目線を売りに固定して、戻り売りが有効となります。 

ちなみに、今回の逆バージョンで黒ラインを超えてオーバーシュートした状態でも戻り売りとなる 

形の場合もあります。その場合は、基本的には前回の高値を超えずに再び押し安値の下に抜けて

行くのなら戻り売り 



は有効と考えることが出来ます。 

ではトレンド転換後、次に同戦略を立てていくかというと、押し安値を抜けた安値を大きく更新した 

ので、これで下落トレンドに入ったと見なして、ここから戻り売りだけを考えていきます。 

ＦＸで勝てていない人の場合、 

『これだけ急落したら一旦反落するだろう』 

なんて考えて、逆張りの買いを狙う事が多いのですが、トレードが安定していない内は、目線を１ 

つに固定してしまいましょう。 

ＦＸで安定して勝てているのなら、反発を狙って限定的な買いをするつもりもありですが、勝てて 

ない状態でこういう事をすると、売りと買い両方の考えが混ざってしまい、変なところでエントリー 

して負けやすくなります。 

しかも、最悪、これが原因でポジポジ病になることもあるので、ＦＸで勝ててない内は、目線を１つ 

固定して、その方向だけでトレードをするようにしましょう。 

どっちか一方向だけのトレードでも十分勝てるので大丈夫です。 

では、上記のチャートでは、戻り売りを狙っていくのですが、次にやるべきことが、 

意識されやすそうな場所に水平線を引くことです。 

そこに水平線を引くことで、戻り売りの候補が出来上がります。 

それでは、その意識されそうな場所へ水平線を引くとしたら、あなたはどこに引きますか？ 

 
どうですかわかりましたか？ 



それでは、答え合わせしてみましょう。 

 

私の場合は上記のようになりました。 

では、その後の動きはどうなったかを見てみましょう。 

 

赤ラインまで戻ってきて、少しオーバーシュートしましたが、その後、大きく再度反落していきまし 

たね。 

やはり、赤ラインというのは、大多数の相場参加者も同じく、反落しやすい場所と考えていたよう 

です。 



 

では、次のトレード戦略ですが、次に考えるのも、基本的に戻り売りのみです。 

わかりやすいように次は時間軸を 1 つ繰り上げて見ていきます。そこで、再度、意識されそうな場

所に水平線を引いてみましょう。 

今度は２本、水平線を引いた方が良いのですが、あなたならどこに引きますか？ 



 

ここでも、ぱっと見た瞬間にわかる場所に水平線を引いて見てください。 

頭の中で考えたら、次のぺ―ジに答えを載せたので確認してみて下さい。 



 

どうでしょうか？ 

同じように２本の水平線を引くことが出来ましたか？ 

このように２本の水平線を引くことで、次のエントリーの戦略を立てやすくなりますよね。 

この状態だと、売りのエントリーシナリオが２つ立てられるのですが、あなたならどのような動きを 

したら売りエントリーをしたいですか？ 

次ページに私が考える売りのシナリオを載せたので、考えたら確認して見てください。 



 

恐らく、あなたも同じようなシナリオを立てられたと思います。 

単純明快ですよね。 

ＦＸで勝ててない内はこの単純な戻り売り戦略で十分です。 

ちなみに、今の段階で売るは少し早いです。 

せっかちな人の場合ですと、赤ライン到達直後に焦ってエントリーする方いますがそれは厳禁で 

す。 

何故ならそのラインが本当に効力として働いているとは限らないためです。 

それではこの後の動きも見ていきましょう。 



 

 

どうやら安値を更新した後に戻ってきましたね。 

一応、シナリオ通りの動きにはなりましたが、私が第一の一番下の動きのシナリオ通りにエント 



リーしていたら損切りになっていました。なぜなら、安値更新をして、高安値切り下げの形を作った

からです。 

このダウ理論に沿った形が出ている限りは、基本的には相場参加者の多くは、 

『下落トレンドが継続している』と判断して、戻り売りを狙って来ます。 

また、この時の相場相場参加者の心理としては３タイプあって、 

・上から売って含み益になっている人達： 

(下落トレンド継続の形なのでまだ利益を伸ばしたい) 

・新規売りを狙っている人達： 

(戻ってきたらどこかで戻り売りをしたい) 

・買いを考えている人達(数人)： 

(下落トレンド継続の形なのでまだ様子見) 

といったような心理状態なので、買いが入りづく、売りがはいりやすい状態です。 

よって、このような心理が働いているのがわかると、下手に逆張り買いをするよりも、 

戻り売りポイントの見極めて、売った方が、勝率が高くなりそうなのが想像付きますよね。 

そしたら、次に『どこで戻り売りをねらうのか？』という事になるのですが、 

先ほどと同じように、まずは意識されそうな場所をダウ理論にしたがって探して、水平線を引いて 

行きます。 

以下のチャートであなたなら、どこに水平線を引きますか？ 

前回同様に 2 本の水平線が引けるのですが、どこに２本引いて行きますか？ 



 

どうでしたか？ 

わかりましたか？ 

では、答え合わせにいきましょう。 



 

どうでしたでしょうか？ 

上記のような２本引ける事がベストですが、最低でも下の１本が引けて居れば十分です。 

そして、水平線が引けたら、エントリーシナリオを立てるのですが、今回の場合は以下のようになり

ます。 



 

上記のシナリオを立てたら、後は赤ラインのレートが来るまでじっと我慢です。 

これらの形になる前にエントリーしてしまうのは基本的に負けまっしぐらの可能性が高いです。それ

ではこの後どうなったのか見ていきましょう。 



 

しっかりと一番下の赤ラインややオーバーシュートしていますが戻り売りが意識されています。 

なので、しっかりと相場参加者の大多数が意識していたようですね。 

ここで戻り売りをしていたら大きく利益を取れていましたね。 

私がトレードをするとしても、この場所は外さずにエントリーして、直近安値で利食いをしていたと 

思います。もちろん、大衆心理を使った利食い方法の場面を説明したように、 

直近の安値ですぐに利食いをせずに、利益を伸ばす方向へもって行っても OK です。 



 

ここから何度も同じように戦略の立て方次のトレード戦略で考えていきましょう。 

下落トレンドでの戦略に関しては次で最後にします。 

 
答えを見る前に一度考えてみましょう。 



 

どうでしょう？ 

この２本が引ければベストですが、最低でも下側の水平線は引ける必要があります。 

理由は先ほどと同じ、ここが現在のレートから見て、一番近い意識されるポイントなので、最初の 

戻り売りポイントになるからです。 

それでは、以下の答えでどのようになったのか見ていきましょう。 

 

しっかりと一番下の抵抗帯で意識されて 3 度も抵抗上けて下げようとしていますね。 

つまり、それだけ下にいきたいという意識が強いという考えが出来ます。 

それでは、この後にどのような動きになったのか確認してみましょう。 



 

結果から見ると、下側の赤ラインで反落して大きく下げていきましてね。 

これも、はっきりとした目安があるために、大多数の相場参加者が戻り売りポイントだと判断しや 

すかったので、一斉に戻り売りが入った証拠です。 

この場面でも、間違い無く私なら戻り売りをしていたでしょう。 

利食いは上記の画像ですと意識されている場所がわからないのですが、 

更に上の時間の上位足を見て、反転しそうな場所を探して、そこで利食いをしていたかと思いま 

す。 

もしくは短期決済の場合は一個下の時間軸で探して決済をしていたかなと思います。 

以上が、大衆心理を使った、下落トレンドの転換と、下落トレンド時のトレード戦略になります。 

そうでしたでしょうか？意外とシンプルな考え方で戦略を練っていたかと思います。 

みなさんは、意外と複雑に考えがちな傾向になります。 

こうなったら絶対にこうならないと意味がないとか色々考えるのはいいですが大前提として 

相場に絶対はないですし、相場を動かしているのは機会でもなければ我々個人トレード等の人 

の手によって動かされています。 

なので、多数決ゲームで多くの視野がその方向に向けられれば相場は大きく動きます。 

これらの考え方を頭の片隅にでも置いておいていづれは少しづつこの意味がわかるかなと思い 

ます。 

相場でたくさん活用していただき、経験値を稼ぎトレードの世界から長く生き残りましょう。 



まとめ 

ここまで最後まで読んでいただきありがとうございました。 

この内容は基本的には大衆の意識されるところ、つまりは共通認識が強い所の見出し方になり 

ますので基本的にはこの形が出来て初めて相場と向き合う事が出来ます。 

共通認識という事は代表的な例えで言いますとダブルトップ・ボトム等のチャートパターンと同様 

な意味合いになります。 

皆さんも、明確な三尊であったりダブルトップ・ボトム等見たら何も考えずに売りたくなったり買い 

たくなったりしますよね。 

なので、基本的にはそれと同じく共通認識のダウ理論を意識して環境認識として意識することが 

出来ればこのようにシンプルであっても綺麗に狙っていく事ができるようになりますので、よくエン 

トリーしたら逆行する等の悩みを抱えている人はこれを意識してみるだけでも全然相場との向き 

合いが変わるんじゃないかなと思います。 

ここまで最後まで読んでいただきありがとうございました。 


