
Assasin 学習プログラム

Assasinはある程度のエントリーポイントを示してくれるツールでもあるのですが、同時に

バイナリーオプションを学ぶうえでの教科書にもなっています。

この PDFでは、Assain を利用することでどのようなことを学ぶことができるのかについて

ご説明させていただきたいと思います。

Assasin で学べる事

Assasinからは以下のようなこと学ぶことができます。

1.バイナリーオプションを始めるまでの流れ

2.エントリー手法

3.トレード

5時間帯による相場の変化

7.経済指標

8.資金管理法

9.バイナリーオプションで稼いでいくための考え方

などを学習することができます。

BO で投資をするうえで必要なことを一通りマスターすることができるような内容となっ

ております。



バイナリーオプションを始めるまでの流れ

バイナリーオプションを行うまでの流れは以下のようになっています。

1. 証券会社を開設する

2. 入金する

3. 取引を行う

といった流れとなっております。

証券会社を開設する

バイナリーオプションは FXと違い難しいことがあまりないので、証券会社を選択すること

ができればすぐにでも取引を行うことができます。

証券会社はいくつもあるのですが、この Assasinでは「ハイローオーストラリア」という証

券会社を推奨しております。

ハイローオーストラリア

→https://jp.highlow.net/

ハイローオーストラリアは国内 No.1の人気を誇る証券会社で他社との大きな違いはペイア

ウト率が高いという点です。

ペイアウト率とは、勝利したときの配当金のことで、基本的にバイナリーオプションの収

益はこのペイアウト率によって決まります。

他の証券会社ではペイアウト率が 1.70-1.80のところがほとんどなのですが、ハイローオー

ストラリアは 1.90倍と飛びぬけて高くなっています。

ペイアウト率の高さは将来的な収益はもちろん、リスクも減らしてくれるので証券会社に

こだわりがないのであればこの証券会社を利用することをオススメします。

https://jp.highlow.net/register?a_aid=58a80dab555a2&a_bid=56c69b619378f
https://jp.highlow.net/register?a_aid=58a80dab555a2&a_bid=56c69b619378f


口座開設方法

ハイローオーストラリアの口座開設について説明させていただきます。

ハイローオーストラリアの口座開設は手順通りに行えば３分程で登録完了することができ

ます。

【口座開設に必要なもの】

・インターネットに接続することができる環境

・メールアドレス（フリーメールでも可）

口座開設の流れ

1. まず初めにハイローオーストラリアの口座開設ページにいきます。

→https://jp.highlow.net/

2.次に、ページの下の方にこのような画面がありますので、入力の方をしていただき「次

へ：追加情報を入力」をクリックしてください。

https://jp.highlow.net/register?a_aid=58a80dab555a2&a_bid=56c69b619378f


お名前(漢字)：氏名を全角文字で入力します(ひらがな可)。

お名前(カナ)：氏名の読みを全角カナで入力します。

メールアドレス：登録する E メールアドレスを入力し、確認のためもう 1 度入力します。

パスワード：ログイン用のパスワードを入力し、確認のためもう 1 度入力します。

(※数字、大文字と小文字のアルファベットを含めたもの。6文字以上、10 文字以内で入力。)

居住国：お住まいの国を選択します。

基本通貨：口座で使用する通貨を選択します(日本円)。

3.次にこのような画面が開きますので入力をして、同意のところにチェックを入れて「次

へ：申し込み完了」をクリックしてください。

性別：性別を選択します。



生年月日：年/月/日の順に選択します。

電話番号(携帯電話)：携帯電話番号を入力します。

住所：上の画像を参考に住所の入力を行います。(都道府県のみ選択項目です)

サービス利用規約：利用規約を確認し、チェックを入れます。

このような画面が出ましたら、正常に申請されています。

4.次に、本人確認書類を提出する画面が開きますので、指示に従って写真をアップロード

してください。

この作業を行わなければ取引を行うことができないので注意してください。



・写真付本人確認書類：氏名、生年月日、現住所が確認できる有効期限内のカラー画像

(例：運転免許証・住民基本台帳カード・パスポート[手書き住所記入欄必須]等)

・郵便物等：氏名、現住所、発行者名の記載された紙媒体の料金明細書

(例：公共料金、携帯電話、固定電話等の請求書。クレジットカードの利用明細等)

これらを提出していただき、問題がなければ最短で１-２日ほどで本人確認が完了し、取引

を行うことができるようになります。

これで登録作業は終了です。



入金する

1. ハイローオーストラリアにログインします。

→https://jp.highlow.net/

2. マイページから「入金/出金」をクリックします。

3. 入金方法を選択し、お好みの入金方法で入金することができます。

入金することで取引を行うことが可能となります。

https://jp.highlow.net/


エントリー方法について

ハイローオーストラリアには全部で４つのエントリー方法があり、その中から取引手法を

選ぶ必要があります。

・ HighLow

最もオーソドックスな取引手法で、ゴールの時間が設けられていてその時間になった時に

相場がどちらの方向に動いているのかを予想する取引手法です。

時間は 15分、1時間、1日とあり、その中から自由に選択することができます。

また、5分や 10分で取引を行いたいと考えている方は、15 分の 10 分前や 5分前からエン

トリーを行うことで可能です。（30分や 4時間なども同様のやり方で行うことができます。）

・ HighLowスプレッド

上記の内容とほとんど同じなのですが、スプレッドという概念が加わった取引となります。

スプレッドとは、取引手数料みたいなもので、最初に明記されている数値分以上の変動が

なければ利益にならないような仕組みになっています。（上記の写真であれば赤い四角で

囲まれた部分がスプレッドとなります。）

ですので、バイナリーオプションを始めて間もない方はスプレッドのない取引をオススメ

します。



・ Turbo

Turboは HighLow取引と似ているのですが、どの時間にもゴールを設けることができ、なお

かつエントリー時間が決まっている取引となっています。

例えば、1時 12分からエントリーをして 1時 17分にゴールを設けたいといったエントリー

を行うことができます。

ただ、HighLowのように途中からエントリーしてもゴールが一緒ではなく、一定の決まっ

た期間で取引を行わなければならないので、取引の自由度でいうと HighLowの方が取引を

行いやすいです。

時間は 30秒、1分、3分、5分とあり、その中から自由に選択します。

ペイアウト率が HighLowよりも高いということもあるので、ある程度取引に慣れてきたら

この取引もオススメです。

・ Turboスプレッド

上記の内容にスプレッドが加わった取引手法となります。

時間が決まっている上に取引時間が５分までしかないので、利用しにくいですが、ペイア

ウト率が２倍となっているので、ある程度取引に慣れてきたらチャレンジしてみるものも

ありだと思います。



以上のような取引手法があります。

Assasinでは具体的に取引手法を決めているわけではないのですが、推奨しているのが初め

のうちは Turboでのエントリーで慣れてきたらHighLowでのエントリーをオススメします。

Turbo は取引時間が決まっているので一度エントリーを行えば迷うことがなくなるのです

が、HighLow はローソク足の状態によってエントリーをするかしないかを決める場面があ

りますので、最初は Turboをオススメしています。

トレード

ここからは Assasinを利用して学んでいきます。

Assasinは適切なポイントでエントリー示唆を出してくれるような仕様となっているのです

が基本的な考え方として「ローソク足分析」と「ライントレード」を参考にして作成させ

ていただいております。

ローソク足分析は、ローソク足には特定の動き方があり、その動き方を見抜くことで次に

相場がどのように動くかをある程度予想することができる分析方法です。

この分析方法は短期取引と相性がよく、Assasin でも「基本的なエントリーポイント その

１」の中にこの考え方を取り入れております。

ライントレードは、トレーダーの意識しやすいポイントに線を引いて、その線に価格が到

達した際に何かしらの動きが相場に見られることが多くあり、そのようなポイントに対し

て取引を行うことを言います。

Assasinでも「基本的なエントリーポイント その２」の中にこの考え方を取り入れており、

こちらも短期的な動きを予想するのに最適です。

これら二つについては、実際に Assasinを活用してみてマスターしていっていただければと

思います。



時間による相場の変化

バイナリーオプションを行う上で時間帯というのはとても大切です。

時間を意識するだけで勝率を高めることができたり、事前にリスク回避をおこなうことが

できます。

この考え方は FXにも活用することができますので、ぜひ覚えていただければと思います。

為替市場が開く時間帯

上の写真は世界の為替市場が開く時間を示しており、これが外国為替市場を形成していま

す。

写真を見ていただくとわかると思うのですが、一日のすべての時間帯でどこかしらの市場

が開ていることがわかると思います。

これにより、FXは 24時間取引を可能にしています。

この写真で注目していただきたいのが、赤丸の「東京」「ロンドン」「ニューヨーク」の

部分なのですが、この市場が開く時間帯が取引を行う上で重要になってきます。

この３つの市場は一日の取引量のトップ３であり、これらの市場が開いている時間帯は相

場が荒れることがあります。

特に注目していただきたいのが、ロンドン市場とニューヨーク市場がかぶっている時間帯

があると思うのですが、この時間帯が特に相場が荒れやすいとされています。

ですので、このことを知らずに取引を行ってしまうと、相場があれている時間帯でのエン

トリーをしてしまうことになってしまうので、負けてしまうリスクを高めてしまいます。



Assasinでも、この考え方は取り入れており、取引を行う推奨時間帯は取引を始めたての時

はなるべく 21-24時までの取引を控えるようにお願いいしております。

この時間帯が特に乱れが激しくなる傾向があり、この時間帯でエントリーをしてしまうと

安定した取引を行うことができない可能性があります。

ですので、初心者のうちはこの時間帯のエントリーを控えるようお願いしております。

また、朝方と深夜の時間帯も取引にあまり向いておらず、この時間帯は逆に値動きがなさ

過ぎて全く相場が動かなかったり、上下に動きを繰り返すような動きがみられやすいので、

この時間帯での取引もあまりオススメしておりません。

経済指標・ニュースについて

取引をする前に、相場が今どのような状況になりやすいのかを把握する必要があります。

この作業を行うことで、Assasin の弱点である突発的な動きを未然に回避することができ、

安定したトレードを続けていくことができます。

ですので、Assasinの性能を発揮するためにもぜひ覚えていただければと思います。

経済指標

経済指標（みんかぶ FX）

経済指標とは、その国における企業や家計の動きに関するさまざまな目安のことをいいま



す。

この発表はネットで「経済指標」と検索するとすぐに確認することができ、この発表があ

るときは、多くの投資家たちに注目されているので、相場が大きく乱れることがあります。

経済指標による乱れ

このようなときにエントリーを行ってしまうと、インジケーター自体の計算が乱れている

可能性が高いので、正確なエントリーを行うことができません。

ですので、経済指標が 30分前や経済指標が発表された後の乱れている相場でのエントリー

はオススメしません。

再びエントリーを行うときは、相場が安定した動きを見せるようになってからエントリー

を再開するようにしてください。

経済指標はこれらのサイトから確認することができます。

経済指標カレンダー｜みんかぶ FX
→https://fx.minkabu.jp/indicators

経済指標カレンダー|YJFX！の外貨 ex

→https://www.yjfx.jp/gaikaex/mark/calendar/

経済指標|外為情報ナビ|FX 外為どっとコム

→https://www.gaitame.com/markets/calendar/

経済指標カレンダー｜「みんなの FX」

https://min-fx.jp/market/indicators/

経済指標はサイトによって掲載されていないないようななどがあるときがありますので、

最低でも 2つ以上のサイトは確認するようにすると見落としがなくなります。

https://fx.minkabu.jp/indicators
https://www.yjfx.jp/gaikaex/mark/calendar/
https://www.gaitame.com/markets/calendar/
https://min-fx.jp/market/indicators/


ニュース

よくネットなどでトレーダーが大損している映像などを見たことがあると思うのですが、

この主な原因となっているのが、ニュースや事件です。

経済指標は発表される時間帯が決まっているので、ある程度回避することが可能なのです

が、ニュースは突発的に発生するので回避することができず大きな損をしてしまうという

ことがあります。

バイナリーオプションでは大きな含み損を抱えることがないので、このリスクというのは

ないのですが、ニュースなどで相場が荒れたときにエントリーをしてしまうと負けてしま

うリスクを高めてしまいますのでエントリーを行う際は、世の中で何かしらの事件やニュ

ースが発生していないかを確認してからエントリーを行うようにしましょう。

ニュースに関する情報はネット検索からでもいいのですが、相場に直接関係するような経

済的な情報は証券会社側から提供されていること多く、情報自体の質もいいので一度ご利

用になられている証券会社の情報を見てみることをオススメします。

資金管理法

バイナリーオプションで収益を上げていくためには資金管理も大切です。

FXや株式投資であれば資金管理が大切であることをよく言っているのですが、バイナリー

オプションであまり資金管理について触れている人がいません。

ですので、あくまでも一例ではありますが参考にしていただければと思います。

Assasinを利用する上でオススメしている資金管理法が「2％4％法」という管理法です。

これは Assasinのオリジナル管理法ではあるのですが、これは基本は軍資金の 2％で運用を

して、勝負所で軍金の 4％で取引を行うというものです。

バイナリーオプションでエントリーをしていくとわかってくると思うのですが、勝負所で

あるものの、硬いポイントとそうでないポイントが出てくることがあります。

エントリーポイント自体に自信があるものの何かしら気になる要素が少しでもあるときに

迷ってしまい結局はエントリーをできずに終わってしまうということがあり、取引になれ

てきた時であれば、このポイントはエントリーしないで正解なのですが、取引になれてい

ないときに、これを繰り返してしまうと本当に硬いエントリーポイントを見つけることが

できなくなってしまします。



ですので、取引を始めて最初のうちは気になるポイントに 2%を投資して、硬いと思ったポ

イントに 4%投資します。

そうすることで、エントリー結果を振り返った時に、勝負所とそうでないポイントを正確

に判断することができ、自身の勉強にもなりますし、自信のあるポイントでエントリーを

行うという感覚も身につけることができます。

この勝負所で勝負をするという考え方がバイナリーオプションを行っていくうえでとても

大切になってきますので、最初のうちはこの管理法をオススメします。

バイナリーオプションで稼いでいくための考え方

バイナリーオプションはほかの投資と違いとてもシンプルです。

シンプルなので簡単に始めることができ、ルールも簡単に覚えることができます。

ですが、簡単なだけで「勝てる」というわけではありません。

ここでは、バイナリーオプションで勝ち続けるためにどのような考え方をしなければなら

ないのかについて書いていこうと思います。

バイナリーオプションで勝ち続けるために必要なことは以下のようなことです。

勝負所で勝負をする

バイナリーオプションは基本的に証券会社が有利になるように作られています。

例えば、勝率が 5割だったとしてもペイアウト率で負けてしまうようにできていますし、

証券会社によっては引き分けの時が負けになっています。

実は、知識なくバイナリーオプションをやることは世間でギャンブルといわれるルーレッ

トやポーカーよりも勝率が低くなります。



ですが、知識をつけることで勝率を変動させることができるのがバイナリーオプションの

いいところであり、このことを知っておくことこそが稼ぐために必要なことでもあります。

バイナリーオプションで勝つためには２つ方法があり、一つが勝率を６割以上にすること

で、もう一つは勝負所でしっかりと勝負することです。

一つ目の勝率を６割にするというのは不可能ではないのですが、手法によっては証券会社

のずらしなどによって負けてしまうことがあるのであまりオススメしません。

ですので、稼ぐためには勝率が 5 割を切ったとしても勝負所で勝負して、しっかりと利益

を上げていくことが重要になってきます。

エントリー回数を減らすこと

上記に記載させていただいた内容と似ている部分はあるのですが、バイナリーオプション

は証券会社有利の取引です。

ですので、稼ぎ続けるためにはとにかくエントリーを減らしていくことが大切になってき

ます。

エントリーをすればするほど証券会社のずらしや判定エラー、自身のエントリーミスなど

により負けてしまう可能性を高めてしまいます。

ですので、持っておかなければいけない考え方としてあるのが、

「エントリー回数を減らし、勝負所で圧倒的に勝つ」

といった考え方です。

圧倒的に勝つというのは、証券会社によってはギリギリの判定になった場合に負けにされ

てしまうことがあるため、基本エントリーをする際は圧倒的に勝てるような可能性がある

ポイントのみでエントリーを行います。

これを繰り返していくことで、おのずと利益が積み重なっていくようになります。



一発逆転を狙わない

これはバイナリーオプションのような短期間に大きな収益を上げることができる方法によ

くみられるのですが、その日負けた分を大きい金額で一気に取り返そうとする行為なので

すが、これをしている間は安定して勝つことができません。

投資において重要なことは勝ちだけでなく、

「いかに負けを計算できているか」

ということが大切で、その日負けたからといって月単位、年単位で収益がプラスになって

いれば投資は勝ちなのです。

ですので、バイナリーオプションで収益を上げていきたいと考えているのであれば、負け

も計算できるような投資家になることを目指しましょう。

これらのことを肝に銘じて取引を続けていくことが収益への近道になると思いますので、

参考にしていただければと思います。

最後に

Assasinで学ぶことができるのは、バイナリーオプションの全てではありません。

トレードをしていくうちに自分にはどのようなトレードがあっていて、何をするほうが利

益を出すことができるかなどを考え、経験していくことで本当の意味でバイナリーオプシ

ョンをマスターすることができます。

この経験に関しては、どのような教材やスクールであってもマスターすることができない

ものであり、この経験を身につけることが投資で勝ち続けるためにとても大切なことです。

ですので、投資を始めたての時は負けることの方が多く、投資自体を嫌になってしまうこ

とがあると思います。

ですが、これはプロでも同じことで、プロも初めは負けを何度も繰り返し、その中から自

分に合ったスタイルを生み出し、「稼げる人」へと成長していったのです。

なので、初めはうまくいかないこともあると思いますが、やり続ければおのずと成果が出

てくるのが「投資」というものだと思いますので、ぜひバイナリーオプションで稼げるよ

うな人になってください。
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