
－私のトレードノウハウをプログラム化し、それに基

づくシステムトレードを実現できる EA（自動売買ソ

フトウェア）を、ある“条件付き”で「無料提供」さ

せて頂きたいと思うのですが。 

 

 

SNS（ツイッター）を介したリアルタイムな公開トレードで、その有効性が十分に 

実証されている自動売買システム（EA）が、具体的にどのようなロジックでエント 

リー＆クローズを行っているのかを「知りたい」と思いませんか？ 

 

 

この度、私のトレードノウハウをプログラム化し、それに基づくシステムトレードを実現

できる EA（自動売買ソフトウェア）を提供させて頂くにあたっては、 

 

・システムのセットアップ方法、ご利用方法 

・自動売買のロジック、売買の基準 

 

これらを「バックテスト時の実績」「現時点の運用パフォーマンス」などを交えて、実質的

なトレードロジックの考案者である、私自身が直に『無料講習』させて頂きます。 

 

よって、この自動売買システムは『スカイプ通話による私の無料講習を事前にご受講頂く

事』が必須の「提供条件」となるのですが、この無料講習は実質的に、私が確立している

テクニカル分析とそれに基づくトレードロジックを教わる事ができるものになります。 

 

私が確立しているテクニカル分析の基準やトレードロジックが「有効」である事は、2020

年、2021年と、2年連続で 99％以上の勝率をリアルタイムに実証している私のツイッター

を介した公開トレードの方で十分に「実証」されている以上、 

 

「私のトレードロジックや売買の基準がどういうものなのかを直に教わる事ができる」 

 

というだけでも、この無料講習を受講する価値は十分にあると思います。 

 



私の売買基準を「無料で学べる」という事です。 

 

私は今現在も 50～100 万円ほどの受講料を頂いて『トレードノウハウを継承し、トレード

で実際に稼いで頂くための講習』を行っていますが、今回、ご案内している「無料講習」

はあくまでも自動売買システムのご利用を前提とする上で、どのようなロジックで自動売

買を行っているのかを講習させて頂く内容のため、それぞれの講習においては、講習その

ものの「前提」や「目的」が異なります。 

 

それでも、私が確立しているテクニカル分析の基準がどういうものなのか、そして、その

基準を踏まえて、どのようなルールでトレードを行い、高い勝率とパフォーマンスを実現

しているのかの手解きを受けた上で「それらを私から直に学ぶことが出来る」という点に

変わりはありません。 

 

この講習内容が、実際に EAを利用していくかどうかの判断材料になる事はもちろんですが、

テクニカル分析を勉強されている方や、すでにトレードを行っている方などにとっては、

間違いなく、トレーダー人生を大きく左右する有益な「学び」の機会にして頂けると思い

ます。 

 

何より、国内で提供されている EAで、そのトレードロジックをオープンにしているような

ものは「皆無」に等しいため、今回のご案内は『トレードロジック（売買の基準）が透明

化された自動売買システムを手にする事ができる』という、極めて希少なオファーでもあ

るという事です。 

 

＊＊＊ 

 

その上で、今回の自動売買システムの運用パフォーマンスの「一部」にあたるものとして

は、私がツイッターを介してリアルタイムに公開している、以下の『金（ゴールド）の相

場を対象とする形で行ったトレード』のロジックと運用実績がそれに該当します。 

 

GOLD公開トレード実績：https://market-researcher.info/?p=2061#x 

 

・対象期間：9月 9日～12月 31日 

・運用資金：100万円（固定）※複利運用はしていません 

・運用収益：+811,300円（運用資金× 81.1％増） 

 

https://market-researcher.info/?p=2061#x


 

 

2021年 12月 18日 03時 02分投稿ツイート +16,726円（運用資金×1.67％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5233#a10 

2021年 12月 10日 22時 15分投稿ツイート +58,001円（運用資金×5.80％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5233#a09 

2021年 12月 02日 00時 21分投稿ツイート +538円（運用資金×0.05％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5233#a08 

2021年 12月 01日 01時 03分投稿ツイート +85,193円（運用資金×8.51％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5233#a07 

2021年 11月 30日 10時 45分投稿トレード +35,953円（運用資金×3.59％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5182#a15 

2021年 11月 27日 03時 14分投稿トレード +26,059円（運用資金×2.60％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5182#a14 

2021年 11月 26日 01時 43分投稿トレード +20,249円（運用資金×2.02％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5182#a13 

2021年 11月 25日 22時 43分投稿トレード +38,618円（運用資金×3.86％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5182#a12 

2021年 10月 18日 21時 54分投稿トレード +20,583円（運用資金×2.05％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5024#a11 

2021年 10月 12日 08時 28分投稿トレード +20,583円（運用資金×2.05％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=5024#a10 

2021年 09月 30日 03時 02分投稿トレード +311,984円（運用資金×31.19％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a15 

2021年 09月 28日 03時 02分投稿トレード +35,560円（運用資金×3.55％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a14 

2021年 09月 20日 16時 49分投稿トレード +40,131円（運用資金×4.01％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a13 

2021年 09月 17日 22時 32分投稿トレード +21,480円（運用資金×2.14％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a12 

2021年 09月 14日 19時 27分投稿トレード +25,552円（運用資金×2.55％増） 

詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a11 

2021年 09月 09日 23時 49分投稿トレード +49,019円（運用資金×4.9％増） 

 詳細：https://market-researcher.info/?p=4971#a10 

 

運用資金 100万円（固定トレード）⇒1,811,300円（9月～12月集計：81.3％増） 
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上記はあくまでもトレード実績の一部を公開しているものであり、実際には、上記の実績

を上回るリターン（パフォーマンス）を実現する事ができています。 

 

つまり、ツイッターに公開した「一部のトレード実績」のみでも 100 万円の運用資金を一

律固定したトレードで『資金をそのまま 1.8倍にできている』という事です。 

 

これらのツイッターで公開したトレードも含めて、今回の EAにおけるトレードロジックに

よる、2021年 12月度の相場を対象とするトレード実績、運用成績は以下の通りです。（2022

年以降の運用実績は講習時に提供する別資料にて、全ての取引履歴と共に、その時点の最

新のパフォーマンスを公開しています） 

 

（2021年 12月度 EAトレードロジックによるトレード履歴と運用損益） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月度運用損益：+ 425,668円（運用資金 100万円に対して 42.56％増） 

＜2022年以降の運用実績は講習時、その時点の損益状況と共に開示しています＞ 



－何故、金（GOLD）なのか。 

 

もともと私がメインでトレードを行っていたのは仮想通貨の筆頭である「ビットコイン」

の相場を対象とした FX（証拠金取引）で、ツイッターを介して公開しているトレードも、

BTC相場を対象とした「勝率」を重視するトレードを今現在も継続して行っています。 

 

そちらについては、年間 100 回を超えるトレード回数で、約２年連続で 99%以上の勝率を

実現できているため、私のトレードノウハウは、勝率（負けない事）を徹底すれば、限り

なく常勝に近いトレードを実現できる事を、ごまかしようのないツイッターを介したリア

ルタイムな公開トレードによって、疑いの余地なく現在進行形で実証し続けています。 

 

Twitterによる公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧 

https://market-researcher.info/?p=2061 

 

 

 ・2021年度公開トレード数（BTC）／ 136回 135勝 1負（勝率：99.26％） 

 ・2020年度公開トレード数（BTC）／ 103回 102勝 1負（勝率：99.02％） 

 ・2019年度公開トレード数（BTC）／ 30回 29勝 1負 （勝率：96.6％） 

 

 

よって、自動売買システム（EA）の開発も、当初は、ビットコインの相場を対象とする形

で進めていたのですが、仮想通貨の市場は、市場そのものがまだまだ「新しい市場」であ

り、各取引所のプラットフォーム環境（ソフトウェアの開発環境）などが、株や為替、金

などの各取引会社よりも、明らかに不都合な部分が多い状況でした。 

 

少なくとも、私が実際のトレードで利用している手数料やスプレッドなどの取引条件に優

位性がある「bitFlyer」「bybit」などは EAの開発には適さなかったわけです。 

 

ただ、もともと私のトレードノウハウは、あらゆる相場において有効な普遍性、絶対性の

高いテクニカル分析の基準を前提としているため、それならば、という事で、当初は為替

相場を対象とする FXの自動売買システム（EA）の開発に着手していました。 

 

ですが、株や為替などの市場は、仮想通貨の市場と比較して、圧倒的に「ファンダメンタ

ルズ」の影響を受ける頻度、度合いが大きい傾向にあります。 

 

https://market-researcher.info/?p=2061


 

そのため、どうしてもビットコインの相場を対象とするほどの勝率、パフォーマンスは実

現できず、私としては、どうしても、それらの数字に納得する事ができませんでした。 

 

そんな中で、唯一、納得できる水準のパフォーマンスを実現できていた市場。 

 

それが「金（GOLD）」の相場であり、金の相場を対象とする CFD 取引（基本的には FX

と同じです）であれば、ビットコインの相場に近いレベルのパフォーマンスを実現できる

という結論に至ったわけです。 

 

 

為替のどの通貨ペアよりも「金（GOLD）の相場」が有利な（勝てる）理由 

 

そもそも「株」は、特定の企業が発行するものであり、その企業の儲けや保有資産 

などの価値がそのまま株価に反映されるため、これはどう転んでも「テクニカル」 

よりも「ファンダメンタルズ」の影響が強く相場に反映される事になります。 

 

対して「為替」の相場は、その対象が「国家」が発行する法定通貨であり、その法 

定通貨間のレート差の変動を予測するわけですが、これも突き詰めれば、その国の 

景気や経済政策などに大きく影響されてしまうのが実情です。 

 

それこそ法定通貨は、国家ぐるみで、レートの引き上げ、または引き下げを目的と 

する「介入」を行う事もあり、そのための「国債の発行（実質的な通貨発行）」や 

「金利の調整」などの政策で相場が変動する事になります。 

 

その発行国が「レートをこれくらいにしよう」と思えば、実際にそれを維持できる 

ケースもあれば、そうではないケースもありますが、 

 

・国債をどんどん発行して通貨の供給量を増やす（もしくは回収して引き締める） 

・金利を調整して付加価値を付ける（もしくは付加価値を下げる） 

 

このような事を、その発行国が、実質的に「自在」に行えるものであり、現にその 

ような事が幾度と行われてきた「歴史」があると共に、現在も、そのような介入が 

各国をまたいで定期的に行われています。 

 

 



 

 

要するに「為替相場」というものは、純粋に、その通貨を欲しがる人、売りたい人 

の間に生じる需要と供給によって変動するものではなく、時に、そこには国家ぐる 

みの「強制力」が働いているという事です。 

 

そもそも「テクニカル分析」は、その値動きの推移から、需要と供給、売り手と買 

い手の総体的な心理動向を捉えていくスキルに他ならないため、その相場が純粋な 

需要と供給の推移だけで動いていれば、それを高い精度で予測する事ができますが、 

そこにそれとは異なる「強制的な力」が働けば、当然、そのような相場の予測は困 

難になります。 

 

そういった点で、最も「純粋」な需要と供給の推移によって動いている相場は、や 

はり、その「発行主体」が存在しない「金」や「ビットコイン」などの仮想通貨に 

他なりません。 

 

そもそも、金や仮想通貨などは、それを「投機」の対象とする人達が投機を目的に 

売買を行い、その結果として、現在のレートが決まっているものに過ぎないため、 

その相場は、まさに「投機を前提とする需要と供給」によってのみ動いていくもの 

だからです。 

 

そんな「投機」を目的とした需要と供給の分析こそが「テクニカル分析」に他なら 

ないため、このような発行主体が存在しない投機対象の「自然物」は、テクニカル 

分析による相場の予測を、この上なく有利に行う事ができます。 

 

それこそ世の中の大半の情報商材や、トレーダーがテクニカル分析で勝てない理由、 

負けている理由は、それこそ大半が為替相場の FXを行っているからであり、ここ 

でお伝えしたような国家介入による強制力が頻繁に働く相場を対象に、ひたすらチ 

ャートを見て、需要と供給（買い手と売り手）の傾向だけを分析しても、勝てるは 

ずがないのは当然という事です。 

 

 

 

 

 

 



この EAを「無料」で提供する理由と目的。 

 

その上で、今回の自動売買システム（EA）を「無料」で提供する事には相当の理由（意図）

がありますし、その真意は決して「まずは EAのテストに付き合ってください」というよう

な話でもありません。（テストなら、こっちで十分にやっていますので） 

 

それこそ、このような自動売買のソフトウェア（EA）を無料で提供する、という時点で、

この手のものに詳しい方なら、ここでそれを説明するまでもなく、私の「目的」をすでに

お察し頂いているかもしれません。 

 

結論から言うと、今回の EA は、実際のプログラムを稼働できる指定の取引会社の口座を、

私の紹介リンクを介して作成して頂き、あくまでもその口座を介してご利用頂く事が必須

のご利用条件となります。 

 

要するに、EA（ソフトウェア）は無料で提供しますので「この EA は、こちらの指定する

取引会社の口座を私の紹介リンクを介して作成して利用してください」という事です。 

 

その上で、この EAは「MT4（メタトレード４）」という世界的に最も利用者が多いと言わ

れるトレード用のプラットフォーム（ソフトウェア）を対象に開発したものであり、現時

点では MT4 に対応している「XM Trading」という海外の取引会社のご利用を前提にご利

用頂く形でお願いしています。 

 

XM Trading：https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1 

 

 

こちらの「XM Trading」では、紹介（アフィリエイト）を介して開設された取引口座の「ス

プレッド（実質的な手数料）の一部」が、その紹介者（アフィリエイター）に還元される

仕組みとなっているため、私の紹介リンクで口座を作成して頂き、今回の EAを利用して取

引を行って頂ければ、その取引ごとに私の方に、一定の報酬が還元され続けるようになり

ます。 

https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1


 

私が受け取るのは、あくまでもスプレッド（手数料）の一部です。 

 

ただ、これはあくまでもトレーダー側が「XM Trading」に支払うスプレッド（実質的な手

数料）の一部が、私のところに還元されるという仕組みであって、自動売買のシステム（EA）

を利用して手にしていくトレードの収益は、当然、その全てが利用者様の「利益」になり

ます。 

 

よって「私にお金を預けてください」という話でもなければ「リターンの何割かをくださ

い」というような話ではありませんので、こちらから提供する EAを利用して、その口座内

に増えていくお金は、全てご自分のものになりますし、いつでも、その全てを引き出す事

ができます。 

 

あくまでも、ご自分の名義で作成したご自分の取引口座に資金を入れて、その資金を自動

売買によって増やしていく事ができる、ということです。 

 

その際、私の方には「XM Trading」を介して、その取引の際に生じた「スプレッド（実質

的な手数料）」の一部が、取引を継続的に行う限り、半永久的に受け取れるようになってい

ますので、私がこの EAを無料で提供するだけの「見返り」は、そのスプレッドからの還元

報酬（IB報酬）で十分に得られるようになっているという事です。 

 

ですから、実際に私の EA を利用いただく上で「XM Trading」の口座を作成し、実際に取

引を行っていくトレーダー側（EAの利用者様側）のデメリットのようなものは、基本的に

はありません。 

 

 

強いて言えば、上記で言及したような「スプレッドからの還元報酬」が付いている分、 

国内の FX会社よりも、スプレッドの方が、やや「高め」に設定されているというく 

らいです。 

 

ただ、その「高めに設定された分のスプレッド」の分が、EAの提供者に配分される 

仕組みになっているという事です。 

 

 

 



よって、私の EAが今後も秀逸なトレード成績を継続的に維持していく事ができれば、 

 

・EAの利用者様はどんどんリターンを積み上げて資産を増やしていく事ができる 

・私はその取引ごとのスプレッドの一部を受け取り続ける事ができる 

（XM Tradingも、スプレッドの残りを利益として得ていく事ができる） 

 

このような形で、全員が「利益」を享受できますが、その源泉はあくまでも「相場から得

ているリターン」に他なりません。 

 

そして実際の運用資金が大きくなるほど、スプレッドの金額も大きくなるため、利用者様

が多額の資金を運用するほど、また、その資金を増やせば増やすほど、私のリターン（IB

報酬）も増えていく事になります。 

 

逆に資金が減っていってしまうとスプレッドの金額も小さくなりますし、そもそも「資金

が減っていく」という時点で利用者様が EAを利用する事自体を辞めてしまうと思いますか

ら、その時点で私もスプレッドによる還元報酬を受け取れなくなるという事です。 

 

＊＊＊ 

 

ちなみにインターネット上を探せば、この「XM Tradingの利用」を前提とした上で、私の

ように自動売買のソフトウェア（EA）を無料提供している人や、そういったものを紹介し

ているような人を数多く見つけられると思います。 

 

ですが、そういったものの９９％は「運用資金がいつの間にか無くなっていた」という末

路を辿っているのが実情です。 

 

そういった EAを提供している側も、長期的に勝ち続けられればそれに越した事はないので

すが、そもそもトレードで勝ち続けられるような EA は、世の中に数えるほどしか存在しな

いため、９９％の EAは、一時的には勝てるが、長期的には勝てないものがほとんどです。 

 

ただ、EAを提供する側は、その「一時的な取引」からでも報酬を受け取る事ができるため、 

 

・ハイレバレッジなトレードを頻発して短期的に IB 報酬を荒稼ぎして資金を溶かす 

・含み損をひたすら抱える続けるトレードで資金が破綻するまでの取引で IB報酬を得る 

 

このような手口で、無料で配布した EAからも、それなりの報酬を得る事ができます。 



 

ただ、そのような EAでは最終的に「利用者だけが損をする」という結果に終わるため、こ

の手の「無料で利用できる EA」というものには、そのようなものを利用した経験がある人

ほど、あまり良い印象を抱きません。 

 

ですが、この「IB 報酬（スプレッドの還元報酬）の仕組み」は『利益を継続的に生み出し

続ける事ができる本物のロジック（EA）』によってであれば、 

 

・EAの利用者はどんどんリターンを積み上げて資産を増やしていく事ができる 

・EA提供者の取引ごとのスプレッドの一部を受け取り続ける事ができる 

（XM Tradingも、スプレッドの残りを利益として得ていく事ができる） 

 

このような形で、非常に有益な「相互利益」を継続的に生み出し続ける事ができる仕組み

でもあります。 

 

ただ、それを実現するために必須となるピースは「長期的に利益を生み出し続ける事がで

きるトレードロジック」であり、その肝心なピースを埋める事ができないため、世の中の

大半の（IB 報酬狙いの）EA は、最終的に、その利用者のみが損をする末路を辿ってしま

っているわけです。 

 

ですが、私が開発した EA については、すでにツイッターを介したリアルタイムなトレード

実績など「実証」はしていますし、私が有しているノウハウが本物である事は、すでに、

私のセミナーや講習を受講されているなら、十分にご理解いただけているはずです。 

 

また、有効性に乏しい短期的な IB報酬狙いの EAなどは、まず例外なく、どういったルー

ルでトレードを行っているのか、というその「ロジック」をオープンにしていません。 

 

それをオープンにしてしまうと、ただハイリスクなだけのトレードをしている事や、含み

損をひたすら抱えるような不合理なロジックになっている事などがバレバレになってしま

うため、その肝心なポイント（どのようなルールで取引を行っているのか）をオープンに

する事ができないのです。 

 

そこで、この EAのご利用にあたっては、その「ロジック」などを事前に私自身が直に講習

させて頂いた上で、提供させていただきます。 

 

 



 

自信があるからこそ、EAの使い方、ロジックをオープンにします 

 

今回の EAは、そのインストールやセットアップ、その後の利用方法の解説も含めて、どの

ようなロジックに基づいてトレードを行っているのか。 

 

どれくらいの資金、レバレッジに対して、ルール上の最大リスクはどれくらいなのか。 

 

また、ルールを踏まえた上での確率論や理論値として、具体的に、どれくらいの損失が生

じる可能性があるロジックなのか。 

 

それらを事前にご理解いただいた上で、最終的な「ご利用」を検討して頂く形で問題あり

ません。 

 

表面的なトレード成績だけで判断して頂くのではなく、その具体的なロジックやリスクに

対する見返り、最悪の可能性といった部分をご理解いただいた上で、それなりの「確信」

を持ってご利用頂きたいと思っています。 

 

私が今回の EA(自動売買システム)において「そこまで出来る」のは、 

 

 

・トレードロジックに絶対の自信がある 

（ロジックを明かしてこそ確固たる有効性を認識してもらえる） 

・現在進行形で申し分のないパフォーマンスを実現し続けている 

（その実績の一部はツイッターでもリアルタイムに公開しています） 

・同じロジックのプログラムを１から作り出す事はそう容易ではない 

（私自身も相当な苦労を重ねたため、同じものはそうそう作れないはずです） 

 

 

このような３つの理由からであり、単刀直入に言えば、この EAに搭載している「ロジック」

と「システム」への『絶対的な自信』によるものという事です。 

 

その上で、以下が今回の EAの提供、その使い方、ロジックにおける無料講習のフローにな

ります。 

 



 

 STEP1：口座開設                                     

 

以下のリンクより「XM Trading」の口座開設（リアル口座）を行ってください（この時点

ではリアル口座の開設のみで資金の入金などは EA のご利用を決めて頂いたタイミングで

行って頂ければ問題ありません） 

 

XM Trading：https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1 

 

口座開設時の『取引口座詳細』の登録情報は以下をそれぞれ選択してください。 

 

 

・組織名／ Tradexfin Limited - FSASD010によって規制 

・取引プラットフォーム／ MT4(FXならびに株価指数,金属,エネルギーの CFD商品) 

・口座タイプ／ Standard（1ロット = 100,000） 

・口座の基本通貨／ JPY 

・レバレッジ／ 1:888 

・口座ボーナス／ はい、ボーナスの受け取りを希望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1


 

 

 

 

過去に XM Tradingの口座を作成した事がある場合は、上記のリンクより口座開設ペー 

ジにアクセスして頂き、以下の『追加口座開設』から、取引口座の「追加」を行って 

頂く形で問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 STEP2：事前講習のご申請                                     

 

事前講習はスカイプ通話にて、画面共有などを行いながら行わせて頂きますので、以下の

必要事項と併せて、講習を希望される日時（第１希望～第３希望）を以下のメールアドレ

スまでご連絡ください。 

 

E-mail：a178203@gmail.com 

 

 

・お名前 

 ・事前講習の希望日時（お日にちを分けて３つほど） 

・スカイプアカウント（またはスカイプ登録アドレス） 

・ご開設頂いた XM Tradingの口座 ID 

※口座番号のみの申請で問題ありませんのでパスワードなどのご連絡は不要です 

  

 

折り返し、講習の確定日時をご連絡させて頂きます（講習時間の目安は１～２時間が目安

となりますので、１～２時間ほどのご対応が可能な日時をご希望頂ければと思います） 
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 STEP3：EA提供・無料講習                               

 

この時点で EAのソフトウェアファイルを提供させて頂くと共に、そのセットアップ、ご利

用方法などをスカイプによる共有画面を通して丁寧に解説させていただきます。 

 

その上で、EAが実際に行っている（行っていく）トレードにおける「ロジック」や、具体

的な損切りのルールなども詳しく解説させて頂きます。 

 

セットアップについて：EA のセットアップは数分で終わる簡単な工程となっていますが、

不備がないよう共有画面を通して、順を追ってご説明させて頂きます。 

 

事前講習について：利用方法やロジックなどは、こちらからの解説は１～２時間ほどが目

安となりますが、不明点のご質問等にも対応させて頂きますので、この時点で EA 運用にお

いて気になる点などは可能な限り解消して頂ければと思います。 

 

 STEP4：口座へのご入金（EAご利用いただく場合）                     

 

講習後、実際に EAをご利用いただく場合は、その時点で、ご自身の口座に資金を入金して

いただき、EAを稼働させていただければ、あとは EAがプログラムに沿った自動売買を行

っていく形になります。 

 

 

EAによる資産運用は、まずは少額からの運用（最低推奨金額は１０万円ほど）を 

行って頂く形でも全く問題ありません。 

 

あくまでも口座はご自身のものですし、入出金はいつでも自由に行えますので、資 

金の追加、引き出しはもちろん、EAの稼働の開始、中断も全てご自身のタイミン 

グで自由に行って頂いて頂く形になります。 

 

こちらはあくまでも EAを提供させていただき、その説明を口頭でさせていただく 

までで、EAのご利用も含めて、そこからは全て「EAを受け取った側の自由」とい 

う事です。 

 

ご質問・事前講習の申請はこちらまで： a178203@gmail.com 
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Q&A 

 

Ｑ：EAを利用する場合、資金はどれくらいから利用できますか？ 

 

運用資金は１０万円ほどが推奨値となります。 

 

おそらく５万円などでも問題ありませんが１万円以下ですと、最低ポジション数量の問題

で、推奨値通りのトレードを行えない可能性があるため、こちらから推奨させて頂く最低

金額は「１０万円以上」とさせて頂きます。 

 

Ｑ：含み損を長期間、抱え続けるようなロジックですか 

 

実際に私が金の相場を対象としているトレードの実績を見て頂ければ分かりますが、トレ

ードの上で建てたポジションは、数時間から数日で必ず解消していますので、長期間、含

み損を抱え続けるような事はロジック上、ありません。 

 

事前講習の時点でも詳しく解説しますが、今回の EA で最も拘ったのは損切りのロジックで

あり、損切りはかなり「タイト」に行っていくロジックになっています。 

 

よって、ツイッターで公開しているトレードポイントでは全てのトレードで勝てている結

果となっていますが、ロジック自体は「勝率」よりも「利益率」を重視しています。 

 

故に、ルール上の「最大損失」も明確に決まっていますので、その辺りも全て、実際の講

習で詳しく解説させて頂きます。 

 

Ｑ：Mac、Windows、どちらでも稼働できますか。 

 

Windowsであれば、まず間違いなく稼働できますが、Macの場合は端末によって互換性が

あり、上手く動作しない場合があります。 

 

その場合は、月額２，０００円ほどでご利用できるサーバー上で稼働させる事も可能とな

っていますので、Mac の端末で EA が上手く動作しない場合はサーバーでのご利用を検討

ください。 

 

 



Ｑ：勝率とリスクリワードはどれくらいですか。 

 

フォワードテスト開始後の１ヵ月間あたりの「勝率」と「リスクリワード」の値は以下の

ような数値を推移しています。 

 

 

・勝率／４０～６０％ほど 

・リスクリワード／１：１～５０ 

※損切りの想定値１に対して１～５０倍ほどのリターンを実現 

 

 

ロジック上のリスクリワード（損切り幅に対する利益幅の期待値）の値として、損切りリ

スク１に対して、最低でも同比率のリターンを狙うロジックとなっているため『リスクリ

ワードが１：１を下回るトレード（想定リターンより損切りのリスクの方が大きいトレー

ド）は一切行わないロジック』となっています。 

 

その上で、リスクに対するリターンは、リスクの想定値に対して５０倍ほどのリターンを

実現する事もできているため、原則として、常にリスクの最小化と、リターンの最大化を

可能な限り、追及していくロジックとなっています。 

 

いわゆる「コツコツ勝ってドカンと負ける」というトレードとは真逆の『勝てる時は大き

く勝つ』というトレードを徹底していくため、単純に「５０％前後の勝率」を維持できる

だけでもトータル的な損益は十分にプラスになっていく設計になっているという事です。 

 

複利運用試算表：月間利益率 110～130％（運用資金 10万円、100万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

これらはあくまでも「理論値」となりますが、現実に、この EAの１カ月あたりの 

平均 120～130％ほどを推移しているため、上記の数字は決して机上の数字ではなく、 

現実的に実現も可能なものになっているという事です。 

 

 

＊＊＊ 

 

私のトレード講習やセミナーや、50万～100万円ほどの受講料が基本となっていますので、

もし、私が確立しているトレードノウハウにご興味をお持ちいただきながらも、その受講

料に対して、二の足を踏まれていたようなら、今回の EAの提供、および、EA提供におけ

るトレードロジックの無料講習は、まさに「渡りに船」だと思います。 

 

また、私が当初から推奨しているビットコインや、仮想通貨の市場は、正直なところ、今

後、どうなっていくかは全く分からない、未だに「未知の市場」ではありますが、金の相

場はもう何十年もの歴史があり、人類が存在する限り、今後もまず無くなる事はないと言

える市場だと思います。 

 

 



ビットコインなどの仮想通貨の相場が今後、無くなってしまう可能性はあっても、金の相

場が無くなってしまうという事はまずありえません。 

 

そういう意味で言えば、これは「一生もの」と言える自動売買 EAであり、事実、この EA

は、生涯に渡って資産を増やし続けてくれる「源泉」となる可能性さえあると思います。 

 

だからこそ、まずは「試してみる」「話だけでも聞いてみる」というニュアンスでも全く問

題ありません。 

 

私が３年以上の歳月をかけて本気で作り上げた自動売買 EAのご利用を是非、ご検討頂けれ

ば幸いです。 

 

それでは、ご連絡をお待ちしています。 

 

ご質問・事前講習の申請はこちらまで：a178203@gmail.com 

 

 

 STEP1：口座開設                                     

 

以下のリンクより「XM Trading」の口座開設（リアル口座）を行ってください（この時点

ではリアル口座の開設のみで資金の入金などは EA のご利用を決めて頂いたタイミングで

行って頂ければ問題ありません） 

 

XM Trading：https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1 

 

口座開設時の『取引口座詳細』の登録情報は以下をそれぞれ選択してください。 

 

 

・組織名／ Tradexfin Limited - FSASD010によって規制 

・取引プラットフォーム／ MT4(FXならびに株価指数,金属,エネルギーの CFD商品) 

・口座タイプ／ Standard（1ロット = 100,000） 

・口座の基本通貨／ JPY 

・レバレッジ／ 1:888 

・口座ボーナス／ はい、ボーナスの受け取りを希望します。 
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過去に XM Tradingの口座を作成した事がある場合は、上記のリンクより口座開設ペー 

ジにアクセスして頂き、以下の『追加口座開設』から、取引口座の「追加」を行って 

頂く形で問題ありません。 

 

  

 



 STEP2：事前講習のご申請                                     

 

事前講習はスカイプ通話にて、画面共有などを行いながら行わせて頂きますので、以下の

必要事項と併せて、講習を希望される日時（第１希望～第３希望）を以下のメールアドレ

スまでご連絡ください。 

 

E-mail：a178203@gmail.com  

 

（EA事前講習における必要申請事項） 

 

・お名前 

 ・事前講習の希望日時（お日にちを分けて３つほど） 

・スカイプアカウント（またはスカイプ登録アドレス） 

・ご開設頂いた XM Tradingの口座 ID 

※口座番号のみの申請で問題ありませんのでパスワードなどのご連絡は不要です 

  

 

折り返し、講習の確定日時をご連絡させて頂きます（講習時間の目安は１～２時間が目安

となりますので、１～２時間ほどのご対応が可能な日時をご希望頂ければと思います） 

 

 

 STEP3：EA提供・無料講習                              

 

この時点で EAのソフトウェアファイルを提供させて頂くと共に、そのセットアップ、ご利

用方法などをスカイプによる共有画面を通して丁寧に解説させていただきます。 

 

その上で、EAが実際に行っている（行っていく）トレードにおける「ロジック」や、具体

的な損切りのルールなども詳しく解説させて頂きます。 

 

セットアップについて：EA のセットアップは数分で終わる簡単な工程となっていますが、

不備がないよう共有画面を通して、順を追ってご説明させて頂きます。 

 

事前講習について：利用方法やロジックなどは、こちらからの解説は１～２時間ほどが目

安となりますが、不明点のご質問等にも対応させて頂きますので、この時点で EA 運用にお

いて気になる点などは可能な限り解消して頂ければと思います。 
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 STEP4：口座へのご入金（EAご利用いただく場合）                   

 

講習後、実際に EAをご利用いただく場合は、その時点で、ご自身の口座に資金を入金して

いただき、EAを稼働させていただければ、あとは EAがプログラムに沿った自動売買を行

っていく形になります。 

 

 

EAによる資産運用は、まずは少額からの運用（最低推奨金額は１０万円ほど）を 

行って頂く形でも全く問題ありません。 

 

あくまでも口座はご自身のものですし、入出金はいつでも自由に行えますので、資 

金の追加、引き出しはもちろん、EAの稼働の開始、中断も全てご自身のタイミン 

グで自由に行って頂いて頂く形になります。 

 

こちらはあくまでも EAを提供させていただき、その説明を口頭でさせていただく 

までで、EAのご利用などについては「EAを受け取った側の自由」ですので、まず 

は、口座開設の方を以下より、進めて頂ければと思います。 

 

ご質問・事前講習の申請はこちらまで：a178203@gmail.com 

 

XM Trading：https://clicks.affstrack.com/c?c=633478&l=ja&p=1 
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