
ユーザーガイド
STAR LITE 



STAR LITE
取引アドバイザリープログラム
フルパッケージ

MT4とGTRの革新的なコラボレーションを実現した
STARシステム技術をMT4の取引プラットフォームで
活用できるようになりました。



スターライト
のディスプレイの説明
書



ローソク足チャート
下のローソン足は、特定期間における資産の高
値、安値、始値、終値の分析用の価格表です。

ローソク足チャートの表示

キャンドルの色:

青色：「買い」または「強気」の
スイングを示します。

赤色：「売り」または「弱気」の
スイングを示します。



STAR LITE シグナル
ストレングスシグナルは、どのアセットが強いか、
どのアセットが弱いかを示す表示です。
正確なストレングスシグナルを持つことで、あなた
は利益を上げるトレーダーになることができます。

売買強度シグナル表示

上の図(ストレングスシグナルディスプレイ)は、STARLITEの
ストレングスシグナルを表します。
これは、どのアセットが強いか、弱いかを示すビジュアル
ガイドです。 さまざまな機能を提供するさまざまな強度イ
ンジケータで構成されています。
詳細については、このユーザ ーガイドを参照してください。



STAR LITEシグナル
アドバイザリーウィンドウ
【異なる時間枠のヒートバー】
- 市場の動向を示す異なる中間の買いまたは売りに傾
いている異なる時間枠。

【現在の市場価格】
- 特定の時点における通貨ペアの
現在の価格を示します。

【アドバイス価格】
- コールアクションと一緒に取引
する資産の推奨価格を示します。



【コールのタイムスタンプ】

- コールが生成された特定の時刻を示します。

【浮動損益】

- オープンポジションを保持する
際の実行中の損益を示します。

【ストップ/ロス】

- 市場から出ることを勧めら
れた価格を示します。

STAR LITEシグナル
アドバイザリーウィンドウ



【テイクプロフィット】

- 目標の利益を取るために価格を示します。様々な
リスク選好のための4つの異なる目標があります。

【ストレングスバー (%)】

- コールの強さを示します。
青色(強気)と赤色(弱気)。

STAR LITEシグナル
アドバイザリーウィンドウ



STAR LITEの
競争力のついて



なぜSTAR LITEが
優れたプログラムなのか

• STARLITEはデータに対する応答性が
非常に高いプログラムため、移動
平均、オシレーター、プライスア
クションより優れたシステムです。

• 移動平均線は市場の動向の指標と
なります。

• ストレングスバーは市場を識別す
るのに役立ちます。

• 売買エントリーポイントは、価格
アクション戦略と市場パターンに
基づいております。価格アクショ
ン戦略は、取引サイズを決定する
のに役立ちます。すべてのパター
ンが同じ(強気/弱気)方向を示す場
合は、取引のロットサイズを大き
くすることをお勧めいたします。

移動平均線

ストレングスバー

エントリーポイント



スターライト
強度信号の最適化



スターライトシグナル
の最適化 -購入

購入コールの手順：

注：キャンドルの色とコールの「強度パーセン
テージバー」を確認する必要があります

2) コールエントリー戦略を購入
2.1) ストレングスバー
推奨される購入コールでは、常に強度
バーに60％以上の購入強度が表示され
ます。パーセンテージの高いブルース
トレングスバーは、購入の強力な指標
です。

2.2) ヒートバーの動向
H4とD1が青色の場合は、通常のロッ
トサイズを選択してください。
H4が赤色でD1が青色の場合は、より
小さなロットサイズで市場に参入しま
す。

2.3) キャンドルの色と呼び出し
青色のキャンドルカラーは購入を示し
ます。動きが一定期間、青色である場
合は強気です。

1) セットアップを購入
a. 60％を超えるストレングスバーを購入する
b. キャンドルの色が赤色から青色に変わります。
c. トレンドバー（強気のトレンド/予測を示します）



販販セルコールの手順：
セルコールを発信する前に満たす必要のある条件は次のと
おりです。

STARLITEシグナル
の最適化-販売

1) セットアップの販売
a. 60％を超えるストレングスバーを売る
b. キャンドルの色が青色から赤色に変わります。
c. トレンドバー（弱気トレンド/予測を示しているはずです）

2) コールエントリー戦略を売る
2.1) ストレングスバー
推奨される売りコールは、常にスト
レングスバーに60％以上の売り強度
を表示する必要があります。パーセ
ンテージの高い赤いストレングス
バーは、売りの強力な指標です。

2.2) ヒートバーの動向
H4とD1が赤色の場合は、通常のロッ
トサイズを選択してください。
H4が赤色で、D1が青色の場合は、よ
り小さなロットサイズで市場に参入
します。

2.3) キャンドルの色と呼び出し
赤色のキャンドルカラーは売りを示
します。動きが一定期間赤色である
場合、それは弱気です。
注：キャンドルの色とコールの「強度パーセン
テージバー」を確認する必要があります



スターライト強度信号
の最適化 –短期

【日中および短期トレーダー向け】

時間枠 :

優先タ
ーゲットの例 :

アクションを取るために最も望
ましい時間枠はM15&M30です。

ゴールド $2 ～ $4
外国為替15〜20ピップ。
またはターゲット1と2

利益の
ターゲットを狙う : 優先ターゲットは TP1 と TP2 です



【中長期トレーダー向け】

利益の
ターゲットを狙う: 優先ターゲットは TP2 と TP3 です

アクションを取るために最も望
ましい時間枠はH1&H4です。

ゴールド $6 ～ $10
外国為替30〜50ピップ。
またはターゲット2と3

時間枠 :

スターライト強度信号
の最適化 –長期

優先タ
ーゲットの例 :



STAR LITEの強度信号を最適化する
-買い逃した場合

シグナルが生成された時点でBUYコールシグナルでトレー
ドを実行を逃した場合でも、次の条件に基づいてエント
リーを行うことができます。

• 15分のチャートで上昇トレンドがまだ進行中であるか
どうかを確認しチェックします。

• 市場価格が移動平均線(グリーンライン)に向かって後退
するのを待ちます。

• 価格が移動平均線に達し、再び上昇または移動平均ラ
インの上に次のキャンドルの近くに上昇を開始した場
合にのみ、BUY取引（買い）に入力します。

• 当初の目標に比べて利益目標が小さくなると予想され
ます。

*注：市場が遡及しない場合は、次の
チャートで購入シグナルを探します。
つまり、トレンドへの新規参入または
再参入については、次のチャートであ
る30分のチャートをみます。



STARLITE強度信号の最適化
–売り逃しコール
シグナルが生成された時点で、SELL コールシグナルでト
レードを実行する機会を逃した場合でも、次の条件に基づ
いてエントリーを作成できます。

• 15分のチャートで下降トレンドがまだ進行中かどうか
を確認して監視します。

• 市場価格が移動平均線(グリーンライン)に向かって戻っ
てくるのを待ちます。

• 価格が移動平均に達し、移動平均線以下の次のローソ
ク足を再 び下に移動し始める場合にのみ、売り取引
に入ります。

• 当初の目標に比べて利益目標が小さくなると予想され
ます。

*注：市場が遡及しない場合は、次の
チャートでSELLシグナル、つまり３０分
のチャートなどを探して、トレンドへの
新規参入または再参入を探します。



STAR LITEの強度信号の最適化
–終了戦略

出口戦略に関する指針：

• キャンドルの色が変わったら終了します。ローソク足
が青色から赤色に、またはその逆に変わる場合の例。

• ストップ/ロスターゲットで終了します。

• 買いの強さが50％を下回るのを待ち、売りの強さはそ
の逆になります。
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