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今年はキャラで選べる！ノミネート 10 種をキャラ化

「シストレ 24 ストラテジーアワード 2015」開催決定！
インヴァスト証券の FX ⾃動売買サービス「シストレ 24」では、シストレ 24 に搭載された「ストラテ
ジー」と呼ばれる売買プログラムの中から、今年のベストストラテジーをお客様の投票と選考委員の審査
により決定する「ストラテジーアワード 2015」を開催いたします。
シストレ 24 の搭載ストラテジー数は、約 9,000 種類と世界⼀※を誇ります。この 9,000 種類のストラ
テジーの中から今年の成績や⼈気を元に 10 種類のノミネートストラテジーを当社が選定いたしました。
※2015 年 10 ⽉ 1 ⽇ トレーデンシー社調べ

ミラートレーダー取扱業者中ストラテジー数世界 No.1

■今年はキャラで選んじゃう！？ノミネートストラテジー10 種をキャラ化
第 4 回を迎える本アワードでは、売買プログラムであるストラテジーをキャラクター化。
常に成績で選ばれるストラテジーにも、性質や売買傾向などそのストラテジー独⾃の持ち味があり、そ
れは直感的に理解できるものではありません。当社では、無機質に⾒えるストラテジーに愛着を持ってい
ただきたいという想いから、ストラテジーの特徴などを個性に置き換えキャラクター化いたしました。
ストラテジーの成績は「攻撃⼒」や「防御⼒」など能⼒チャートでわかりやすく表現しております。今
年の活躍度のほか、お好みのキャラクターに投票ください。

≫シストレ 24 ストラテジーアワード 2015 サイト

http://www.invast.jp/st24awards_2015/

■「シストレ 24 ストラテジーアワード 2015」開催要項
【概要】
シストレ 24 に搭載されたストラテジーの中からノミネートストラテジー10 種類を当社が選出し、その
中からお客さまが思う年間最優秀ストラテジーに投票していただきます。投票結果をもとに選考委員の
審査を経て年間最優秀ストラテジーを決定いたします。
【選考⽅法】
1.お客様投票受付（参加資格：当社に⼝座をお持ちのお客様。投票権は１⼈ 1 票）
ノミネートストラテジーの中からお客様の思う最優秀ストラテジー⼀つを選び投票していだきます。
2.年間最優秀ストラテジーの決定

お客様の投票結果をもとに、選考委員の審査を経て決定します。

【スケジュール】
12 ⽉ 7 ⽇（⽉）〜12 ⽉ 21 ⽇（⽉）

投票期間（投票は「My ページ」で受付いたします）

12 ⽉ 22 ⽇（⽕）

投票結果をもとに選考委員による選考会

12 ⽉ 24 ⽇（⽊）

「2015 年 年間最優秀ストラテジー」発表

【選考委員】下記選考委員の審査により年間最優秀ストラテジーを決定いたします。
Tradency 社

アジア太平洋地域担当マネージャー

Nimrod Dor ⽒

株式会社ゴゴジャン

代表取締役

早川 忍⽒

株式会社テラス

代表取締役

林 芳郎⽒

シストレ 24 ストラテジーチーム

―

年間最優秀ストラテジーに選ばれたストラテジーのプロバイダー様には、お客様を代表して当社より
記念トロフィーを進呈いたします。

●ストラテジーアワードの投票期間中は、「My シストレ 24」に「2015 ノミネート」の
アイコンが付与されています。
「2015 年年間最優秀ストラテジー」には「2015 年 年間最優秀ストラテジー」の
ステータスが付与されます。

■2015 年ノミネートストラテジーのご紹介
⼈気と実⼒を兼ね備えた 2015 年を代表する 10 種類のノミネートストラテジーをご紹介します。
・攻撃⼒（平均利益と勝率）

・防御⼒（平均損失と最⼤ドローダウン）

・すばやさ（取引回数と平均取引時間）

・経験値（稼働開始⽇と累積損益） ・持久⼒（⽉間獲得 pips 利益⽉/稼働⽉）
※それぞれの得点は期間 12 ヶ⽉の統計データを基に、各ストラテジーを相対的に評価し作成したものです。

EUR/GBP をシストレ界のメジャーにした⼤⿊柱

半年間で 100 万円を実現したシンデレラストラテジー

No.1

No.2

Pminvestcapital [EUR/GBP]

DaisyForex[GBP/JPY]

今年 1 ⽉から初夏にかけて、常に⼈気トップ 3 を維持し

ノミネートストラテジー随⼀の積極的な売買で、今年 2 ⽉

た⼈気ストラテジー。あまり⽬⽴たない通貨ペアが脚光を

から 8 ⽉にかけて約 100 万円の実現損益（1 万通貨単位

あびるきっかけとなった。ユーロ変動により成績を落とす

での運⽤）を達成。ただし、その実績を維持することはで

も、ファンの期待が根強いストラテジー。

きず、⾒切りの⼤切さを学ばせてくれたストラテジー。

「永遠の淑⼥」の名前を冠した新⼈ストラテジー

5 つの頭脳が相場を監視

No.3

No.4

Beatrice 07 [EUR/USD]

その精度の⾼いエントリーと柔軟な利⾷いからデビュー
半年⾜らずでナンバーワンに。
9 ⽉のレンジ相場で苦戦したものの今また脚光を浴びつ
つある。

G-TradeFive S

[EUR/JPY]

5 つの異なるロジックが相互に作⽤することで、売り買い
のポジション取りもまさに⾃由⾃在。
トータルでバランスの良いストラテジー。

レジェンドストラテジーの遅れてきた新星

ドカンなんて怖くない！連勝街道まっしぐら

No.5

No.6

ThirdBrainFx

[NZD/JPY]

Genius_Eta

[NZD/USD]

ThirdBrain ⼀族の中でも、同じオセアニア通貨である

今年 5 ⽉から 9 ⽉にかけて 93 連勝という破⽵の勢いで勝

「ThirdBrainFx AUDJPY」があまりに脚光を浴びたため

ち続けたストラテジー。評価損を覆しての躍進にしびれた

⽬⽴たない存在だったが、今年は成績も安定して本格化。

⼈も多いはず。トレンドに乗った取引には勢いがあるもの

今もっとも期待されるストラテジーの 1 つ。

の、評価損を抱えるためリスク管理が必要。

損切りは QQ（99）pips 以下を⽬指す安全運転励⾏中

トレンドの雲に乗っていく

No.7

No.8

QQtrain [AUD/USD]

最⼤ドローダウンの低さは全ストラテジーの中でもピカ
イチ！⼤きな損失を出しにくい堅実なスタイルが評価さ
れ、10 ⽉は⼈気ナンバーワンにも輝く。

Cloud NINE

[GBP/JPY]

トレンド相場に強いストラテジーとして何度もポートフ
ォリオに⼊れたくなるストラテジー。
損⼩利⼤で⾒た⽬のバランスも良く、⽞⼈受けが良いスト
ラテジー。

静かに相場を斬る職⼈肌

ストラテジー界のマスオサン

No.9

No.10

QuickShift [EUR/USD]

取引回数も少なく、最⼤保有ポジションも 1 と少ないなが
ら、その相場の⽅向性を捉えたエントリーで 5 年以上トッ
プストラテジーとして活躍し続けるストラテジー。後半の
相場にはフィットしなかったものの信頼性は⾼い。

Taiyo [NZD/USD]

コツコツ系の代表的ストラテジー。
平均 20pips 以下という素早い⾒切りとあわせて、継続的
に利益も積み重ねており、安定運⽤の代名詞的存在。

「シストレ 24 ストラテジーアワード 2015」サイトはこちら
http://www.invast.jp/st24awards_2015/

シストレ 24 情報満載！「シストレ 24 公式攻略サイト」
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/

ストラテジーアワードサイトおよび本リリースは投資判断の参考となる情報の提供を⽬的としておりますが、投資
の際の最終決定はご⾃⾝の責任と判断でなされるようお願いいたします。提供している情報は、当社が信頼できる
と判断した情報をもとに作成しておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

■シストレ 24 とは
シストレ 24 は、世界中の投資のプロが考案した「ストラテジー」とよばれる売買プログラムを選ぶだけで、スト
ラテジーが⾃動的に取引を⾏う選択型の⾃動売買サービスです。FX 投資初⼼者の⽅でも⽐較的⼿軽に取引を始めら
れることから幅広いお客様にご利⽤いただいております。総⼝座数は 8 万⼝座を超え順調に拡⼤。国内ミラートレ
ーダー取扱業者中 ⼝座数 No.1(※1)、ストラテジー数は約 9000 種類と世界 No.1(※2)を誇ります。
※1.国内ミラートレーダー取扱業社中 ⼝座数 No.1 2015 年 10 ⽉ 1 ⽇トレーデンシー社調べ
※2.ミラートレーダー取扱業者中ストラテジー数世界 No.1 2015 年 10 ⽉ 1 ⽇ トレーデンシー社調べ
イスラエルのトレーデンシー社が開発した「Mirror Trader」は、世界 20 ヶ国以上で導⼊されている選択型 FX ⾃動売買
サービスの代表的なプラットフォームです。

本社所在地： 東京都港区⻄新橋⼀丁⽬ 6 番 21 号 NBF ⻁ノ⾨ビル
代表者 ： 代表取締役社⻑
資本⾦
： 59 億 6,508 万円
設⽴
： 昭和 35(1960)年 8 ⽉ 10 ⽇
事業内容 ： ⾦融商品取引業
登録番号 ： ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 26 号
加⼊協会
：⼀般社団法⼈⾦融先物取引業協会 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会 ⽇本証券業協会

川路 猛

【リスク・費⽤などについての重要事項】
本取引は、取引通貨の価格および⾦利等の変動により損失が⽣ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取
りから⽀払いに転じることもあります。当社は、必要証拠⾦率が⼀定⽔準以上となった場合、全建⽟を⾃動的に強制決
済（ロスカット）いたしますが、本取引は、預託すべき証拠⾦額以上の取引が可能なため、急激な相場の変動等によっ
ては、証拠⾦の額を上回る損失が発⽣するおそれがあります。
●売買⼿数料は、新規注⽂・決済注⽂ともに無料です。●投資助⾔報酬は、1k(1,000 通貨)あたり⽚道 1 円(税込)とな
り、スプレッドに含まれます。●本取引は、通貨ペアの売付けの価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、相場
急変時等はスプレッドが拡⼤する場合があります。●証拠⾦は、時価評価額の 4％の額（円換算額）で、証拠⾦の 25
倍までのお取引が可能です。●「シストレ 24 Mirror Trader」(以下「本サービス」といいます)は、お客様がストラテ
ジーを選択し、選択したストラテジーが設定したシグナルにしたがって⾃動売買を⾏う取引システムです。また、お客
様の裁量により、⼿動売買を⾏うことも可能です。その他の重要事項については、ホームページを必ずご確認ください。

