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⽶ドル/円１０３

========================================= 
⼀時は１１６円近辺まで売られる 
========================================= 
デイリー チャート

ボラティリティ チャート

１． 前⽇の動き （NY市場の終値を基準に作成しています）
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前橋伸哉 
クロコダイル通信

兵庫県⽣まれ 
1976年 県⽴明⽯⾼校卒 
1981年 神⼾⼤学経済学部卒 
1981年 住友銀⾏（現三井住友銀
⾏）⼊⾏ 
1983年 エジプトにてアラビア語
研修 
 現地にてAstrology、⻩⾦分割等
に出会う 
1985年 帰国 以来、ディーリン
グ業務に携わる 
1986年 エリオット波動の第１⼈
者であったプレクターと同僚であ
り、JGB future にエリオット波動
分析を最初に導⼊したT ⽒よりテク
ニカル分析を、また、会社の上司
であった故本郷元秀⽒より、⾦融
占星術およびペンタゴン分析の⼿
ほどきを受けました。 
1993年 モルガン スタンレー証
券に移籍 
2000年 退社 
2000年 ABN AMRO証券（現
RBS証券）に移籍 
2008年 退社 
2009年 オーストラリアに移住
 現地のホットな経済情報も配信
中 
 
ペンタゴン、エリオット波動、そ
して⼀⽬均衡表をベースにして培
った独⾃のテクニカル分析を⽤い
て、「実際に売り買いするのであ
れば、こう考え、こうする」とい
う観点に⽴ってレポート作成にあ
たっています。

豪、第２四半期賃貸不動産センチ
メントは４ポイント下落
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年末の⽶ドルは１１６円台半ばで寄付き、東京市場は売られて下落し、その⽇の安値１１６.
０４円を付けましたが、ロンドン時間にかけては逆に買われて上昇し、その⽇の⾼値１１
７．２１円まで値を上げました。 その後はNY時間にかけては１１６円台で揉み合って取引
を終えています。 

２．マーケット分析 

テクニカル分析︓ 
⻑期的な指標は雲の上に位置しています（⻑期的に強気）。中期的な指標は強気に位置して
います。 ⽬先の強弱を判断する線が１１５.０１円にあって相場を下⽀えしています（⽬先
的に強気）。価格的には、年末は１１６円近辺まで売られました。

サイクル分析︓ 
３０－４０⽇サイクルは上図のように考えています。これは、１１⽉２５⽇の１１３．８９
円で⾼値を付け、１１⽉２８⽇の１１１．３５円でボトムを付け、１２⽉１５⽇の１１８．
６６円で⾼値を付けたか。

ボラティリティ分析︓
先週に関しては、２０⽇間のボラティリティは年末にかけて揉み合っています。また、６０
⽇間のボラティリティも同様に横這っています。 これは⽬先的にこれまでの傾向（⽶ドル
⾼、もしくは揉み合い）が継続する事を⽰しています。

ＩＭＭ投機ポジション推移（１２⽉２７⽇分）︓ 
買い建て︓４０５６５枚（前週⽐︔－２３６３５）、売り建て︓１２７５７４枚（前週⽐－
１２０７５）、ネット︓ －８７００９枚（前週⽐－１１５６０）︓ 円の買いポジション
が⼤幅に減少、円の売り建ても⼤幅に検証。これによってネット の円安ポジションが更に
積み上がるも、全体としては中⽴化に向かう。

３．本⽇の売買⽅針

⽬先の強弱を判断する線（１１５．０１円）を損切り線として押し⽬買いです。

実績１︓ １１７.２０円の買い継続。１１６円を切ってくるようであれば損切りします。 
⽅針１︓ 利益確定の第１⽬標は１１７.７０円です。 第２⽬標は１１８円台前半です。 
追撃ポイント︓ 特に考えていません。
アラームポイント１︓ 利益確定後の１１７．２０円で再度押し⽬買いをします（損切線は
１１６円）。
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本ホームページに掲載されている事項（以下「情報」といいます）については、以下の点を
⼗分ご理解ください。

1. 情報の⽋落・誤謬、情報を信⽤した取引等、情報提供に関して⽣じた損害について、⼀切
その責任を負いません。

2. 情報の正確性および完全性について、なんら保証または約束するものではありません。

3. 情報は予告無く変更・廃⽌することがあります。

4. 情報の提供は投資の勧誘を⽬的としたものではありません。

5. 投資の決定は、あくまでもお客様ご⾃⾝の判断と責任でおこなってください。

情報の著作権は、原則として、ブロガーである情報提供者に帰属します。許諾無く複製、再
配信、ウェブサイトへ掲載等することはできません。 
本サイトからリンク等で移動したページについては、The Gucci Postの管理サイトとは異な
る場合がありますので、⼗分ご注意ください。

Copyright 2009 GucciPost All Rights Reserved.

コメントを送信

«ユーロ/円１０３ ウィークリー ミーティング１０３（２）»

当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。⺠法の損害賠償責任
に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。 
尚、このレポートは情報提供を⽬的としており、投資の最終判断は投資家⾃⾝でなさるよう
お願い致します。

* が付いている欄は必須項⽬です

名前 *

タイトル *

コメント

いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表⽰されません。 ご
了承のうえ、ご利⽤ください。
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