
文章を読むのが面倒だとか、FXで本気で勝ちたいと思っていない方は、

読むのを辞めて見なかったことにしてください！

少し長いので、やる気のある方だけ読まれた方がいいです。

本気で勝ちたい！！

なんとしてでも利益を手にしたい！！

そうお考えの方のみ、一語一句、しっかりと読み進めてください。

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

こんにちは！

まずは改めまして自己紹介からさせていただきます。

私は、今あなたがご覧になっていたサイトの管理人ですが、

表向きには自動売買 EAの開発者でありシステムトレーダー、

しかし、実は裁量トレードでの収入もシステムトレードと同じぐらい

あります。

また、それらのトレード方法以外でも、様々な手段を使って FXで

利益を獲得しています。

これは商売の都合上、サイト上ではおおやけにできません。

FXではよく、



勝つためには優れたロジックが必要だ！

とか、

勝つためにはメンタルが重要だ！

とか、

そんなことが言われていますよね？

確かに、これは間違ってはいません。

ただ、それだけではないのです。

他にも重要な要素があります。

それは、○○○○の選択です！

答えはちゃんとここでお教えしますので、まずは私が実践してみせた

内容をご説明していきたいと思います！

もちろん、お約束の取引結果もお見せします。

結論から言うと、FXでほとんど【ノーリスク】からスタートし、

2万円をあっさり 9万円に、つまり 4.5倍にしちゃいました！！

今回はデモンストレーションのために、誰でも可能な少額で行いましたが、

もっと大きな金額でも可能です。

さて・・・、

FX口座にたった 2万円の入金で、あっさり 9万円まで増やせた方法、



あなたは想像できますか！？

証拠画像もご用意しましたので、まずはその流れをお教えします。

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

■手順１

まず私はとある FX口座へ 2万円入金しました。

その 2万円に 100％の上乗せボーナスが付いて口座に 4万円で反映しました。

・・・え！？そんなことあり得るの？

・・・あり得ます！

■手順２

そして 5回分、完全ノーリスクでトレードさせてもらいました。

仮に損失が発生しても無かったことにしてくれます。

そこであっさりノーリスクで 11449円利益が出ました。

・・・え！？！？そんなことあり得るの？？

・・・あり得ます！！！

■手順３

続いて、ボーナスも利益分も全てMT4口座へ資金移動しました。



自動売買 EAと裁量取引でちょちょいとトレード、

あっさり 41473円利益が出ました。

はい、2万円の資金が 92922円になりました！

・・・え！？！？！？そんなことあり得るの？？？

・・・あり得るんです！！！

こちらが実際に私が取引した結果です↓↓↓
http://dynamictrade.biz/livetrade

どうでしょう？

これ、事実です。

デモ口座じゃないですよ！ライブ口座ですからね！

クレジットの部分に 2万円が表示されていますが、これがボーナスの

2万円のことであり、デモ口座にクレジットが付くことはあり得ませんから、

本物のライブ口座であることが分かってもらえると思います。

「ちょっと待って！！！」

・・・2万円に 100％ボーナスが付いて 4万円になったってどういうこと？

・・・5回分完全ノーリスクでトレードさせてもらったってどういうこと？

・・・ちょちょいとトレードって具体的にどうやってトレードしたの？



・・・上記画像の下はMT4だけど、上の部分ってなに？

はいはい、今から説明しますから、あわてないあわてない～

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

どうしてそんなことが可能だったのか？

それは○○○○の選択、【FX会社の選択】に秘密があります。

私が選択した FX会社、それは・・・

【ダイナミックトレード】です！！

私が探し出した、究極の FX業者です。

先日、ダイナミックトレードの本社へ押しかけちゃいました（笑）

これがその時の写真です↓↓↓
http://dynamictrade.biz/dt-headoffice

左上に写っているのが私です！

本当に良い FX業者なのか、実際にトレードする際は直接本社を訪問しに行く、

それが私のトレードスタンスであり、ポリシーです。

親会社は世界的大手 FX会社であり、その日本部門として作られたのが

このダイナミックトレードです。



そのため、経営基盤の強さは相当なレベルです。

後ほど説明しますが、雇用統計など指標発表時でも十分トレード

できるだけの約定力を誇ります。

さて、そのダイナミックトレードですが、ポイントは 2つ、

【初回入金 100％ボーナス】と【リスクフリー口座】にあります。

■初回入金 100％ボーナスとは？

初回入金に対して付くボーナスです。

通常は 30％のところ、特別に 100％にしてもらいました！

つまり、2万円入金すればさらに 2万円が上乗せで、口座へは 4万円が

反映されます。

5万円入金なら 10万円で反映、10万円入金なら 20万円で反映ということです。

ボーナスの上限は 100万円なので、100万円入金の 200万円反映が最高ですが、

とても魅力的なのは間違いありません。

100％ボーナスなんてどこを探したってそんな FX会社はありません。

しかも、今回は私が交渉し特別に 100％にしてもらったわけなので、

誰でも 100％上乗せしてもらえるわけではありません。

あなたも 100％のボーナスが欲しいですか？

もし欲しければ、後ほどその方法をお教えします。

■リスクフリー口座とは？



リスクフリー口座とは、最初の 5 トレード分、仮に損失が発生したとしても

無かったことにしてくれるという前代未聞のサービスです。

どんなに損失が大きくても、1 トレードごとに無かったことにしてくれます。

つまり、利益だけが口座へ反映されるので、5 トレード中は残高が増える

可能性しかありません。

これもまた、どこを探したってそんな FX会社はありません。

ダイナミックトレードに口座開設を行うと、「PROfit（プロフィット）」

という取引口座がまず最初に開設されます。

これはダイナミックトレードオリジナルの FX取引プラットフォームです。

PROfit口座で行える最初の 5 トレードがリスクフリーで取引できます。

5 トレード後は通常通りの取引になります。

先ほどのこの画像の上の部分が PROfit口座でのリスクフリー取引です。
http://dynamictrade.biz/livetrade

PROfitはとてもシンプルですので使い方は非常に簡単です。

つまり私は、【初回入金 100％ボーナス】と【リスクフリー口座】を

【最大限活用】し、短期間で資金を【4.5倍】にしたのです！！

ここで皆さんに残る疑問は、

「なぜ PROfit口座からMT4口座へ資金移動したのか？」

「自動売買 EAと裁量取引でちょちょいとトレードの、詳しい内容は？」

「雇用統計など指標発表時でも十分トレードできるメリットは？」

「入金 100％ボーナスの手に入れ方は？」



「100％ボーナスとリスクフリー取引をどうやったら最大限活用できるの？」

ということだと思います。

さて、どんどん核心に迫っていきますよ！！

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

順番は前後しますが、まず、

「100％ボーナスとリスクフリー取引をどうやったら最大限活用できるの？」

からお答えしていきたいと思います。

100％ボーナスがあるということは、普通に入金してその資金だけで

取引を行うよりも、ずっと大きな取引数量でトレードが可能です。

ですので目一杯の取引数量でトレードすることが最大限の活用であることは

言うまでもありませんね！

では、リスクフリー取引を最大限活用するというのはどういうことか？

それは、リスクフリーの 5 トレードで【なるべく儲ける】ということです！

・・・そんなの当たり前じゃないか！

と、思われるかもしれませんが、このリスクフリーの 5 トレード、

なんの考え無しにやってしまうと意外と不発に終わってしまいます。

そう、コツというか、ポイントを押さえてやる必要があります。

まず知っておかなければならないこと、それは、



リスクフリーの 5 トレード中にはいくつか制限があるということです。

それは、

・レバレッジ 20倍制限（その後 200倍になります）

・取引数量は 4000通貨から 1万通貨までの制限

・ポジションを保有できる時間は最大 48時間（放置した場合自動で決済）

です。

これらを踏まえ、トレードを行う必要があります。

そもそも太っ腹なサービスなので、これぐらいの制限は我慢です・・・

ではそれらを踏まえ、リスクフリーの 5 トレードを上手に行うポイントは、

・相場が大きく動くときにトレードする

・できるだけ大きな取引数量でトレードする

・あまり小さな含み益で決済しない

・絶対に損切りしない（予約注文による損切り値を入れない）

・大きな含み損が発生した場合でも、48時間は必ず待つ

と、いうことです。

これらを守らないと極めて損です。

おすすめのトレードタイミングは雇用統計などの重要指標発表時で、

日本時間午前中などは相場が動きにくいので控えましょう。

これだけで、相当利益を稼ぐことが可能です！！



私は 11449円でしたが、もっともっと行けてもおかしくないはずです！！

ちなみに、2万円入金の場合はボーナスが付いて合計 4万円になるので、

この場合、レバレッジが 20倍ですから 5000通貨での取引が最高となります。

通貨ペアごとに必要証拠金も違いますので、2万円入金の場合は

ユーロドルやドル円など、必要証拠金が低いものでトレードしてください。

続いて、

「なぜ PROfit口座からMT4口座へ資金移動したのか？」

に、お答えします。

通常、どの FX会社もボーナスやその他特典などによって発生した利益は

出金できないのが一般的です。

ところがダイナミックトレード、リスクフリーの 5 トレードで得た利益と

ボーナスで付いた資金まで条件達成すれば出金することが可能なのです！！

その条件は、

・リスクフリーの 5 トレードで得た利益

→その後 20 トレード行うことで出金可能

・ボーナスで付いた資金

→出金条件ロット＝ボーナス金額÷2000の取引で出金可能（ドル口座なら 20）

つまり、2万円の入金で 2万円のボーナスが付き、

リスクフリーの 5 トレードで仮に 1万円利益が出た場合は、



その後 20 トレードと 10ロット分トレードを行うだけで、ボーナスと

リスクフリーで得た利益の 3万円まで出金できてしまうのです！！！

これは、あまりにも甘いルールです（笑）

もちろん、PROfit口座で裁量取引を行い条件達成を目指しても良いですが、

ここはより安全により早く達成するためにも、裁量取引に加え、

自動売買 EAを使わない手はありません！！

なので、ぜひMT4口座へ全額資金移動されることをおすすめします！！

もちろん、リスクフリー取引での利益とボーナス分も資金移動可能です。

PROfit口座でのリスクフリー取引が終了したら、MT4口座の開設と、

そのMT4口座への全額資金移動の依頼を下記に連絡します。

ダイナミックトレードお問い合わせ先

電話：03-4550-1416または 03-4520-8111（日本人対応、平日 14:00～23:00）

メール：customer.service@dynamictrade.jp

ここで残る疑問はこの 3つ、

「自動売買 EAと裁量取引でちょちょいとトレードの、詳しい内容は？」

「雇用統計など指標発表時でも十分トレードできるメリットは？」

「入金 100％ボーナスの手に入れ方は？」

ですが、

私はここまででかなり多くの秘密を暴露してしまいました。



しかし、今回特別に【入金 100％ボーナス】の手に入れ方も

あなたにお教えしましょう！

それはとても簡単です。

下記の、ダイナミックトレード口座開設説明書（PDF）に従い口座開設を

行い入金する、ただそれだけです！

口座開設はとても簡単！2分で完了します！

ダイナミックトレード口座開設説明書（PDF）
http://dynamictrade.biz/oa-manual

この説明書には口座開設方法と入金方法に加え、PROfit口座での取引方法と

リスクフリー取引についての説明もあります。

そして、

「自動売買 EAと裁量取引でちょちょいとトレードの、詳しい内容は？」

については、ダイナミックトレード口座開設説明書（PDF）で口座開設を

行い、口座へ 2万円以上入金された方へだけお教えしたいと思います！！

私が開発した EAと、裁量取引極秘マニュアルをプレゼントしますので、

あなたも【ちょちょいと】トレードして利益を手に入れてください！！

このプレゼントであなたも、私のマネができます！！！

１．ダイナミックトレード口座開設説明書に従い口座開設＆2万円以上入金

２．先ほど説明した内容でリスクフリー取引を行う

３．私が開発した EAと裁量取引極秘マニュアルで取引する



これであなたも資金を 4.5倍、いや、それ以上にできてしまうかも

しれません！

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

■プレゼント内容

・裁量取引極秘マニュアル（PDF）

私のトレード手法を包み隠さず書き記した極秘マニュアルです！！

その中の 1つに指標トレードの手法も含まれるため、指標発表時の

約定力が重要なのです。

・私が開発した EA3つ

実際に私も使用した EAです！！

資金の大きさに合わせて 3つ用意しました。

ユーロトレンド（口座残高 4万円以上）
http://dynamictrade.biz/eurtrand

→決して大きな利益が出せる EAではありませんが、リスクがとても低い EA

ですので出金条件達成のための使用に最適です！

スペースマシンガンユーロドル用（口座残高 10万円以上）
http://dynamictrade.biz/spacemachinegun-eurusd

→ご覧の通り、安定感抜群のプレミア EAです！

コツコツトラップドル円用（口座残高 30万円以上）
http://dynamictrade.biz/kotukotutrap-usdjpy

→大人気のトラリピ EAです！ひたすら絶好調！！



■プレゼント獲得条件

・ダイナミックトレード口座開設説明書（PDF）に従い口座開設

→口座開設説明書はこちらからダウンロード
http://dynamictrade.biz/oa-manual

・その開設した口座に 2万円以上のご入金

■プレゼント申請方法

口座開設と入金まで完了しましたら、ダイナミックトレードに登録された

メールアドレスで、下記メールアドレスまで「プレゼント希望」と

ご連絡ください。お名前は必要ありません。

プレゼント申請先メールアドレス
dt@fxsupports.com

　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　▼　　　　▼

あなたも私のようになれるまで、もうすぐそこまで来ています！

資金を 4.5倍、いや、それ以上も十分可能です！

ダイナミックトレードの【入金 100％ボーナス】と【リスクフリー口座】を

最大限活用し、私からプレゼントする EAと極秘マニュアルを使って、

ぜひあっさりと利益を獲得してください！！！

それではあなたの成功を応援しております！！！！！



■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

FXで資金を一瞬にして 4.5倍にしたノーリスク手法

Eメール：dt@fxsupports.com
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