
大市民流 FX 資産構築メソッド 2019 年度版

限定販売のご案内

大市民です。

メールマガジンで告知しました通り、ここでは「大市民流 FX 資産構築メソッド 2019
年度版」の販売に関する案内を致します。

私が提供するメソッドは、もともと FX という投資手段を用い、将来に向けて金銭的に

不安の無い、幸せな人生を歩むための資産構築を目的としたものです。

それは「FX でのトレードだけで生計を立てるため」ではなく、あくまでも本業を持っ

ている人が「将来に向けてお金のことで苦労しないため」に投資することを趣旨として

います。

ゆえにそのトレードは決められたルールに則り行われ、要する時間は一日 1 分～5 分程

度とし、現実的な資金計画を元に「安全・確実」に資産を構築するために私がルールの

設定を施したものです。

この「メソッド」を最初にリリースしたのが 2016 年であり、その時の過去シミュレー

ションにおける期待値は平均年利で約 50％でした。

一方、今回提供する「大市民流 FX 資産構築メソッド 2019 年度版」の期待値はそのレ

ベルを遥かに超えており、その期待値は平均年利で 120％以上となっています。

つまり単純計算で、元金が年間で 2.2 倍ペースで増えていく計算になります。

以下に、「初代メソッド」と比較するかたちで「新メソッド」の過去 10 年間のシミュレ

ーション結果を示します。

まずは獲得 pips から。（※カッコ内が初代メソッドでの数字です）

2009 年 ＋3910pips（＋1715pips）
2010 年 ＋2099pips（＋  86pips）
2011 年 ＋1950pips（＋ 374pips）
2012 年 ＋2883pips（＋1045pips）



2013 年 ＋2747pips（－ 382pips）
2014 年 ＋2073pips（＋2077pips）
2015 年 ＋2088pips（＋ 735pips）
2016 年 ＋3049pips（＋3233pips）
2017 年 ＋2088pips（＋ 116pips）
2018 年 ＋2063pips（＋ 169pips）

「初代メソッド」は純粋なトレンド・フォロー向けの手法であり、その年の相場環境に

よって成績にムラが生じる結果となっています。

そして、とくに相場環境が落ち着いている 2017 年以降は成績が低迷しています。

一方、「新メソッド」の方はトレンド相場での獲得性能がアップしているだけでなく、

レンジ相場にも対応した手法と工夫を取り入れてあるので、その年の相場環境にかかわ

らず、ムラの少ない安定した好成績を残すことが出来ています。

では次に、利率の比較をしてみることにします。

これは年初に元金 100 万円を一年間運用するという条件で、半年に一度数量の見直し

をするという前提で試算しています（※カッコ内は初代メソッドでの数字）。

2009 年 216.4％（ 42.9％）

2010 年 101.5％（  2.0％）

2011 年 92.3％（  8.7％）

2012 年 139.1％（ 26.2％）

2013 年 138.9％（－9.6％）

2014 年 78.6％（ 51.9％）

2015 年 86.8％（ 18.4％）

2016 年 152.5％（ 94.7％）

2017 年 97.5％（  2.9％）

2018 年 97.1％（  3.8％）

新メソッドの方は、平均すると年利は 120.1％となります。

単純に一年間の運用で、元金が 2.2 倍ほどになる計算です。

なお、獲得成績がそんなに変わらない年でも利率に大きな差が生じているのは、想定最

大ドローダウンに大きな差があるためです。



新メソッドでは最大ドローダウンを－1000pips 見ておけば十分であるのに対し、初代

メソッドでは想定最大ドローダウンを－2500pips としていました。

トレードによる資産運用において、最大ドローダウンをどれほど見積もっておくかは非

常に重要であり、生命線であると言っても過言ではありません。

そしてその数字によって、資産増加のスピードは雲泥の差となります。

新メソッドでは、年間での獲得収益が大きくブレないようにする「収支安定バランサー」

とも言うべきルールを取り入れています。

これによって安全・確実な資産運用が可能となり、スランプの少ない資産の増加を可能

にしているというわけです。

では次に、元金 100 万円を一年間運用した場合の利益を計算してみます。

（※カッコ内は初代メソッドでの数字）

2009 年 2,163,940 円（ 428,750 円）

2010 年 1,014,920 円（  20,090 円）

2011 年  922,880 円（  86,540 円）

2012 年 1,390,500 円（ 261,970 円）

2013 年 1,389,440 円（－95,500 円）

2014 年 786,040 円（ 519,250 円）

2015 年  868,370 円（ 183,750 円）

2016 年 1,525,260 円（ 946,570 円）

2017 年  974,810 円（  29,050 円）

2018 年  971,400 円（  38,321 円）

新メソッドで運用した場合、手元にまとまった資金さえあれば、複利運用しなくても十

分な収入の確保が期待出来ます。

例えば手元に 500 万円あると仮定して、その 500 万円を運用すれば、単純に上の数字

の 5 倍の利益が年収ということになるので、それだけでサラリーマンの平均年収以上は

稼げる計算になります。

そうすると、もうこれだけで生活していけそうですね。



最後に、新メソッドで元金 30 万円を複利計算で運用した場合の、資産増加推移をシミ

ュレートしてみます。

1 年目・・・・・ 951,000 円

2 年目・・・・ 1,638,580 円

3 年目・・・・ 2,836,084 円

4 年目・・・・ 6,057,072 円

5 年目・・・ 12,701,432 円

6 年目・・・ 20,354,032 円

7 年目・・・ 34,580,192 円

8 年目・・・ 79,997,112 円

9 年目・・・ 138,447,712 円

10 年目・・・243,443,512 円

30 万円から資産運用をスタートさせ、9 年目で 1 億円達成という結果となりました。

もちろんこれは過去の実績によるシミュレーションであり、ひとつの目安として捉えて

おく必要があります。

とはいえ、10 年以内に億の資産構築を目指す方法としては、どの投資方法よりもあら

ゆる意味で優れていると自信を持って言えます。

その理由は、手元にお金を用意するだけであとは何も必要とせず、以下に挙げた特徴の

通り、誰でも簡単に驚異的な利率が期待できる資産運用が可能となるからです。

 作業に要する時間は 1 日 5 分、場合によっては 1 分も必要としません。

 毎日午後 12 時にチャートを確認し、条件が整っていればポジションを持ち、決済

は12時間後の午前0時です（時間決済機能を使えば起きておく必要もありません）

 この作業をするにはパソコンさえ必要ではなく、スマートフォン 1 台あれば、外出

時でも簡単に操作を完了することが出来ます。

 投資や経済に関する知識は一切不要であり、FX に関する専門的な知識さえも必要

ではありません。

株や FX、仮想通貨取引などで莫大な資産を築く人は、この日本でも年々増加していま

す。

あなたが将来、金銭的に不安の無い幸せな人生を歩むために、ぜひ私の新メソッドを活

用して頂ければと思います。



商品内容と購入方法

大市民流 FX 資産構築メソッド 2019 年度版は PDF ファイル形式で、メールに添付し

て送信いたします。

販売価格は、税込みで 39,800 円です。

ただし、私のセミナー受講経験者は 19,800 円とし、メソッド購入者は 26,800 円（いず

れも税込み価格）とさせて頂きます。

なお、私のセミナー受講経験者、及びメソッド購入者以外の方への販売に関しましては、

販売部数を制限させていただきます。

上記に該当する方以外の方への販売数量が 100 部に達した日の 24 時を持ちまして、販

売終了とさせて頂きますのでご注意下さい。

購入を希望される方は私あてに、「購入希望」と書いて、下記のメールアドレスまでメ

ールを下さい。

メール送信先・・・makkoto777@yahoo.co.jp

メールを確認後、購入代金の振込先をメールにて返信いたします。

※決済は銀行振込のみとし、代金の支払い期限は申し込まれた日から一週間までとさせ

て頂きます。

入金を確認後、E メールに教材を添付して送信いたします。



※購入に当たっての注意事項（重要）

１． この商品は非常に秘匿性の高い内容なので、他人への譲渡・転売等は禁止しま

す。もし発覚した場合は 1,000 万円の損害賠償請求を致します。

２． 上記と同じ理由で、この商品は販売数量に上限を設けています。販売数量が所

定の数量に達した日の 24 時を持って販売を終了しますので、その点ご了承くださ

い。

３． 商品の特性上、返品・返金等には一切応じられません。また、投資という性質

上、この商品は結果を保障するものではありませんので、それらのことを十分に理

解し、それでも良いという方のみ購入下さい。

また、質問等ありましたら、上記のメールアドレスまでメールを下さい。

個別の返信は出来ないかもしれませんが、必要があると判断した場合はメールマガジン

にて回答させていただきます。

それでは、案内は以上になります。

今後の人生を変えたい、明るいものにしたいと真剣に願っている方からのメールをお待

ちしています。

その期待に、必ず応えられると確信しておりますので。

2019 年、初夏

大市民

特定商取引法に基づく表示

http://www.upto42.com/20192.pdf

