
フリーターが自作EA自動売買で億稼ぐのブログ管理人のみーらぐと申します。

このEAは、もともと販売目的で作成したものではなく、

私自身が自作EAを運用して億という収益を達成するために作成したEAです。

ブログ読者の方々から公開してほしいと、たくさんのご要望を頂き、公開を決意しました。

約1年前、まだFXを始めて間もなかった、私はナンピン・マーチンゲールという

トレード手法を使ったEAと出会いました。

最初はすごく収益性が高く、収益グラフも右肩上がりで、みるみる利益がふえていく、

これはすごいシステムだ！と感動したのを覚えています。

しかし、その高い収益性・利益率の裏側には、

口座破綻と紙一重という恐ろしいリスクが潜んでいました。

想像してください！ナンピン・マーチンEAを使うということは、

まさに、今にも崩れそうな崖っぷちで金塊を拾い続けるに等しい行為だったのです。

もし突然突風が吹いたら？足を滑らせたら？・・・はい、終わりです。

そんな運頼りのギャンブルEAでは、FXで安定して勝ち続けることはできません。



ご多分に漏れず、私も聖杯（必ず勝てるロジック）を探して、

ネットの海をサーフィンし続けていました。

しかし、そんな情報がそんじょそこらに転がっているはずもなく・・・

苦労して見つけたのは、詐欺情報や、詐欺EAばかりでした。

そんな日々を送る中、ナンピン・マーチンEAの一直線に右肩上がりのグラフが

私の頭に焼き付いており、なんとかナンピン・マーチンEAの高い収益性を保ったまま、

破綻させずに運用できないか、そんなことばかりを考えていました。

世間では下手なナンピン素寒貧（すかんぴん）と言われ、ナンピン＝危険な手法という

認識が広まっており、ナンピンに否定的な人が多いのが現状です。

いくつものナンピン・マーチンEAを試しましたが、どのEAも 20年以上という

長期のバックテストに耐えられるEAは存在しませんでした。

存在しなければ、自分で作ればいいじゃないか！と思い立ったのは良いのですが、

歴史上、誰も解けていない超難問にチャレンジするようなものでした。

私はFX市場において、聖杯が存在するという仮説を立て、

数ヶ月間、睡眠時間を削って、何度も何度も気の遠くなるような仮説と検証を繰り返し、

途中で心が折れて挫折しかけたり、何度もゼロから設計をやり直しました。

そうして紆余曲折を経て、ようやく USDJPYで20年以上、AUDNZDで14年以上という

可能な限り長い期間のバックテストにおいて

口座が破綻せずに勝ち続けることができる、聖杯とも言えるEAの開発に成功しました。



Negator Overthrow System（NOS）の特徴やロジックについて解説します。

NOSは、長期トレンド方向とレンジ相場を判断し、瞬間的な大きな値動きに対して

短期で逆張りを仕掛けます。俗に言う押し目買いになります。

ロジックは、買いと売りの基本ロジックは同じで、

基本ロジックに買い 3 種類、売り 3 種類のフィルターを掛けています。

ほとんどのフィルターはMT4 標準搭載のインジケーターを採用し、

パラメーターもデフォルト数値のまま使用していますので、

過剰最適化でパラメーターをこねくり回した短命なカーブフィッティングEAとは違い、

長期的優位性を最重要視して作成しました。

単利運用の場合、利確 10PIPSに到達するまで

以下のようにトレードが行われます。

※利確 PIPSはパラメーター設定から変更が可能です。

初回エントリー　0.1Lot (利確 10PIPS)

2回目エントリー　0.1Lot （分割エントリー1回目）

3 回目エントリー 0.1Lot （分割エントリー2回目）

4 回目エントリー 0.1Lot （分割エントリー 3 回目）

5 回目エントリー 0.2Lot （ナンピン 1回目）

6 回目エントリー 0.3Lot （ナンピン 2回目）

分割エントリーを 3 回、ナンピンを 2回までに抑える事によって

既存のナンピン・マーチンEAに比べ、大幅な低リスク化を実現しています。

分割エントリーの利確 PIPS 及び、内部ロジックによる利確 PIPSは、

初期値が10PIPSに設定してありますが、これを 9PIPSや 8PIPSに下げることによって、

より短時間で利確 PIPS へ到達する事ができ、含み損や口座破綻リスクを軽減することも可能です。

このように、NOSは大きな資金での運用で破綻の可能性を減らし、

資金を守りながら増やしていく設定や、リスクを上げて小さな証拠金から

短期間で増やしていくなど、お客様のニーズに合わせた運用が可能です。



ナンピン・マーチンEAの弱点といえば、損切りがないため、

相場が逆行した場合、含み損期間が長いことがあげられます。

しかし、NOSは相場が戻ってきて、含み損がなくなるのを、

ただ黙って待つだけではなく、含み損期間中も、チャンスがあれば果敢に追撃や

両建てエントリーを行い、含み損を利益でガシガシ削ってくれるので、

ドローダウンからの回復が早いのが特徴です。

含み益+含み損のトータルで必ずプラスの状態で複数のポジションを利確する仕様のため、

エントリーすれば、口座が破綻しない限りは必ず利益が出る仕組みです。

NOSにも損切の設定はありませんので、負け=口座破綻となりますが、

USDJPYは20年以上の長期バックテストで、

AUDNZDは14年以上の長期バックテストで、

両通貨ペアとも、一度も破綻しておりません。

資金管理とリスク管理をきちんと行うことで、リーマンショックでも破綻しません。

※未来の相場で破綻しないことは、保証できません。

NOSのロジックの堅牢性を私自身が多方面からテストを行い、嘘偽りなく公開しています。

USDJPY 20年以上バックテスト

http://milux.seesaa.net/article/464687498.html

AUDNZD14年以上バックテスト

http://milux.seesaa.net/article/464921807.html

極悪スプレッド耐久テスト

http://milux.seesaa.net/article/462665189.html

Quant Analyzerを使ったポートフォリオ分析

http://milux.seesaa.net/article/465925280.html

NOSの命名の由来と複利バックテスト

http://milux.seesaa.net/article/462599867.html

http://milux.seesaa.net/article/465925280.html
http://milux.seesaa.net/article/464921807.html
http://milux.seesaa.net/article/462599867.html
http://milux.seesaa.net/article/462665189.html
http://milux.seesaa.net/article/464687498.html


MetaTrader 4 プラットフォームに対応したEA（エキスパートアドバイザー）の販売になります。

ライセンス 価　　格

IB口座版 1 ライセンス
(EA本体・インジケーター・PDFマニュアル)

PDFマニュアルに記載のリンクから

Titan FXでの新規口座開設、

または、追加口座の開設が必要です。

29,800円（税込み）

ブローカー・口座フリー版 1 ライセンス
(EA本体・インジケーター・PDFマニュアル)

お客様が現在ご利用中の証券会社の口座で

ご利用が可能です。

キャッシュバックサイト経由で開設した口座もOK

49,800円（税込み）

追加ライセンス（1ライセンス）優待版
IB口座版、ブローカー・口座フリー版の

いずれかを購入済みの方専用の優待版です。

購入時にお知らせ頂いた口座番号と、

優待版で使用されたい口座番号を教えてくださ

い。

通常版の IB口座版またはブローカー・口座フリー

版との同時購入は可能です。

IB口座版 追加 1 ライセンス

19,800円（税込み）

ブローカー・口座フリー版 追加 1 ライセンス

39,800円（税込み）

本サービスは金融商品取引法29 条が規定する「投資助言・代理業」には該当せず、

同条が要求する「登録」を必要とするものではありません。金融庁サイト

本 EAはMT4の使い方やFX投資について一定の知識と経験を有し、ご自身の責任で資金管理を行うこ

とができる方を対象とした商品です。MT4の使用方法などについてはサポートの対象外とさせていただき

ます。また、投資結果に係る問い合わせには対応いたしませんので、予めご了承ください。

販売者は投資助言を生業としておらず、投資助言業にかかる登録をしておりませんので、投資助言行為

またはそれに類する行為は行いません。例えば、ロット数の設定などは、資金量に応じてバックテストを

行いご自身でご判断ください。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
https://miluxeashop.stores.jp/items/5cf7d1730376c679735e4bc9
https://miluxeashop.stores.jp/items/5cf7d30bd211bf05cbd6c63c
https://miluxeashop.stores.jp/items/5cf7d36ba894526dc599cad5
https://miluxeashop.stores.jp/items/5cf7d3c6d211bf3a0dd6da0d


Q. このEAを使う FX口座を申告する必要がありますか？

A. 口座とライセンスを紐付けしますので、必ず申告が必要です。

Q. マニュアルや購入後のサポートはありますか？

A. 簡易的なマニュアルはご用意していますが、口座開設方法や MT4の使い方などは、ネットで検索して

ご自身で解決を図って頂きます。どうしてもご自身での解決が困難な場合には、ご相談いただければ最

低限のフォローはさせて頂きます。

Q. 対応通貨ペアと稼働させる時間足を教えてください。

A. USDJPYとAUDNZDの1分足に対応しております。

Q.　無償アップデートはありますか？

A. プログラム上、重大な欠陥が確認された場合を除いて、アップデートの予定はありません。

Q. 取引時間制限はありますか？

A. いいえ、ございません。

Q. 国内証券会社で運用できますか？

A. 国内証券会社での運用には向いていません。海外業者のハイレバレッジ対応のECN口座がおすすめ

です。同じ取引数量の場合、レバレッジが大きいほどロスカットまでのマージンが大きく圧倒的に有利です。

また、ナンピン EAという性質上、損切りはしませんので、万が一口座が破綻してしまった場合、国内証券

会社の場合、最悪追証が発生します。海外業者はゼロカット方式が主流なため、追証は発生しません。

堅牢性と長期的優位性を重視した EAではございますが、未来においては何が起こるか予想がつかない

ので、最悪のケースを想定しておくことは大事です。

Q. 経済指標発表時にEAを停止する必要はありますか？

A. 基本的に24時間 365日稼働させたままで大丈夫です。

市場が動いていない毎週末にMT4や VPSの再起動を行うことで、快適な動作を保てます。

Q. VPSの利用は必要ですか？

A. 必須ではありませんが、停電や PCの負担を考えると、利用したほうが良いと思います。

Q. EAのロジックを開示してもらえますか？

A. 概要を説明することは可能ですが、詳細なロジックについては、知的財産のため開示いたしません。

Q.　複利での運用は可能ですか？

A. はい、単利運用はもちろん、複利運用にも対応しています。



Q. ストップレベルの大きいブローカーでも利用できますか？

A. USDJPY・AUDNZDにおいて、ストップレベル100ポイント(10pips)を超えるブローカーについては、

対応できません。例)XMのAUDNZDはストップレベルが210ポイントなので、XMは非対応となります。

他ブローカーについてはネットなどで、ご自身で調べていただくか、業者へ問い合わせるか、

調べたい業者のMT4をインストールして、お調べください。

Q. 負けることはありますか？

A. 長期バックテストにおいて、過去一度も破綻せず勝ち続けておりますが、

不確定な未来の相場において勝ち続けることの保証はできません。

Q. 必ず儲かりますか？

A. ポジションの合計で必ず利益が出た状態で決済を行う仕組みなので、

証拠金不足により口座が破綻しない限りは、高確率で利益が発生します。

まれに内部ロジックの決済タイミングや約定遅延により利益が出ない場合もございます。

Q. クーリング・オフは可能ですか？

A. 通信販売に関しては、特定商取引法上のクーリング・オフ規定がありません。

このため、クーリング・オフはできません。

Q. 商品が気に入らない場合、返品・返金対応してもらえますか？

A.　いかなる場合においても、返品・返金は一切お受けしておりません。

Q. 複数の証券会社で稼働させたり、同時にいくつも運用したいのですが、稼働制限はありますか？

A. ライセンス販売のため、1つの証券会社の１口座のみの利用に制限させて頂いております。

複数の口座や証券会社で利用されたい場合、追加ライセンス優待版をお買い求めください。

Q. 少ない資金で投資をはじめられますか？

A. 最低 10万円で0.01Lot(1000通貨)からの複利運用を推奨しています。

少ない資金では、収益もかなり少なくなりますので、ある程度大きな資金での運用がおすすめです。

Q.　証券会社の変更や口座の変更はできますか？

A. 申し訳ありませんが、１つ１つのEAにライセンスを組み込んで納品いたしますので、

こちらでライセンスの停止ができない関係上、口座変更や証券会社の変更につきましては、

追加ライセンス優待版を購入して頂く必要がございます。予めご了承ください。

Q.　特定商取引法に基づく表記に個人名・住所・電話番号が書いてありませんが、違法じゃないですか？

A.　オンライン通信販売において特定の条件を満たすことによって、

表示の省略が認められていますので、違法ではありません。

広告の表示事項を省略できる場合（参考サイト）

こちらの請求フォームからご請求頂ければ、7日間以内に遅滞なく通知させて頂きます。

http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=f62b688146abe14e
https://pj-freedom.com/tokusyouhou/


商品名　 Negator Overthrow System EA

著作者・販売責任者 みーらぐ

お問い合わせ milux.fxtrader@gmail.com

お申込み方法 ホームページ上のお申し込みフォーム

URL https://miluxeashop.stores.jp/

商品代金

IB口座版 1 ライセンス　 29,800円（税込み）

ブローカー・口座フリー版 １ライセンス 49,800円

IB口座版 追加 1 ライセンス優待版 19,800円

ブローカー・口座フリー版 追加 1ライセンス優待版 39,800円

商品形式
zip圧縮ファイル

(ライセンス登録済みEA(ex4)本体、インジケーター、マニュアル一式)

お支払方法
クレジットカード決済、コンビニ決済、PayPal、楽天ペイがご利用頂けます。

クレジットカードでの決済は各クレジットカード会社の規約に基づきます。 

支払時期 商品注文時点でお支払いが確定いたします。

商品代金以外の

必要料金
銀行・郵便局・コンビニ払いの場合は、振込手数料が必要になります。

商品の引渡し方法 電子メールに、zip圧縮ファイルを添付して送付いたします。

商品の引渡し時期
お客様より口座番号のご連絡を頂いてから、

3日以内に電子メールにて送付させて頂きます。

不良品について

不良品の場合、交換にて対応いたします。

上記お問い合わせのメールアドレスまで、ご連絡ください。

なお、お客さま都合による返品・返金は商品の性質上一切受け付けておりませ

ん。

返品についての

特約事項

ライセンスを付与した商品の性質上、返品は受け付けておりません。

※返品特約をご理解のうえご購入くださいませ。

個人情報の取り扱い

お客様の個人情報は、厳正なる管理下で安全に保管することをお約束いたし

ます 。

また、個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当方の権利や

財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。

免責事項

本サービスに示された表現や再現性には運用環境による差が生じるため、

必ずしも利益や効果を保証したものではございません。

当サービスを販売するにあたり、万全な形で公開しておりますが、

商品の特性上その効果を将来的に常に保証するものではありません。

また、当サービスを利用し、万が一何らかの損害、トラブル等が生じた場合で

あっても、 販売責任者は一切の責任を負わず、いかなる補償も行わないもの

とします。 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさいますようお

願いいたします

mailto:milux.fxtrader@gmail.com
https://miluxeashop.stores.jp/

