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・エントリー／イグジットが一対の売買ロジック
・ロットコントロールなし
・同一売買ロジックの別通貨ペアEAx7をパッケージ

W2C-Spencer_bo_EURJPY_M1_ ***.ex4
W2C-Spencer_bo_GBPUSD_M1_ ***.ex4
W2C-Spencer_bo_USDCAD_M1_ ***.ex4
W2C-Spencer_bo_USDJPY_M1_ ***.ex4
W2C-Spencer_br_AUDUSD_M30_ ***.ex4
W2C-Spencer_br_EURJPY_M30_ ***.ex4
W2C-Spencer_an_GBPUSD_H4_ ***.ex4

・各EA1ホジション、最大計7ホジション保有
・トレード回数は、月70回前後
・検証期間（11年）から導かれる最大のスタートロット（≒最大リスク）
は、原資1万ドルに対して各EA0.5Lot
・得意、苦手なパターンあり
・勝率は　60～70％前後
・損小利大　（ペイオフレシオ　0.56）

■要約

開発者：　株式会社トリロジー
URL　：　http://www.trgy.co.jp/
　　

■W2C-Spencer_***.ex4

http://w2c.trgy.co.jp/
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通貨ペア　　：　EURJPY、GBPUSD、USDCAD、USDJPY、AUDUSD
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=10～40 (1.0～4.0pips;
時間軸　　　：　M1、M30、H4
トレード頻度：　700～900回／年
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 – 2015.12.31
テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 22916.64　／11年
・Proft factor 1.16　
・Return / DD ratio　14.56
・Maximal drawdown 1573.58 (2.11%)　／11年
・Total trades 9168　／11年
・Proft trades 6181 (67.42%)
・Loss trades 2987 (32.58%)
・Largest　proft trade　 93.08　loss trade　-232.31
・Average　proft trade　26.50　loss trade　  -47.17

詳細はこちら　→　http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/Portfolio.htm

■EA Analyzer Portfolio Report

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/Portfolio.htm
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/Portfolio.htm
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通貨ペア　　：　EUR/JPY
時間軸　　　：　M1
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=25 (2.5pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 3463.23　／11年
・Proft factor 1.23　
・Expected payof　2.95
・Maximal drawdown 954.64 (7.26%)　／11年
・Total trades 1175　／11年
・Proft trades 795 (67.66%)
・Loss trades 380 (32.34%)
・Largest　proft trade　 25.43　loss trade　-165.62
・Average　proft trade　23.72　loss trade　  -40.50

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_EURJPY_M1_2005-2015

■W2C-Spencer_bo_EURJPY_M1

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_EURJPY_M1_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_EURJPY_M1_2005-2015
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通貨ペア　　：　GBP/USD
時間軸　　　：　M1
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=30 (3.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 8677.80　／11年
・Proft factor 1.30　
・Expected payof　4.59
・Maximal drawdown 830.00 (5.71%)　／11年
・Total trades 1891　／11年
・Proft trades 1315 (69.54%)
・Loss trades 576 (30.46%)
・Largest　proft trade　 30.00　loss trade　-200.00
・Average　proft trade　28.31　loss trade　  -49.56

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_GBPUSD_M1_2005-2015

■W2C-Spencer_bo_GBPUSD_M1

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_GBPUSD_M1_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_GBPUSD_M1_2005-2015
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通貨ペア　　：　USD/CAD
時間軸　　　：　M1
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=15 (1.5pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 931.47　／11年
・Proft factor 1.03　
・Expected payof　0.48
・Maximal drawdown 1605.45 (13.00%)　／11年
・Total trades 1951　／11年
・Proft trades 1320 (67.66%)
・Loss trades 631 (32.34%)
・Largest　proft trade　 27.56　loss trade　-178.86
・Average　proft trade　21.45　loss trade　  -43.40

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDCAD_M1_2005-2015

■W2C-Spencer_bo_USDCAD_M1

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDCAD_M1_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDCAD_M1_2005-2015
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通貨ペア　　：　USD/JPY
時間軸　　　：　M1
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=10 (1.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 3534.10　／11年
・Proft factor 1.09　
・Expected payof　1.33
・Maximal drawdown 1059.43 (8.87%)　／11年
・Total trades 2651　／11年
・Proft trades 1628 (61.41%)
・Loss trades 1023 (38.59%)
・Largest　proft trade　 39.29　loss trade　 -79.04
・Average　proft trade　26.15　loss trade　 -38.16

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDJPY_M1_2005-2015

■W2C-Spencer_bo_USDJPY_M1

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDJPY_M1_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_bo_USDJPY_M1_2005-2015
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通貨ペア　　：　AUD/USD
時間軸　　　：　M30
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=30 (3.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 2110.73　／11年
・Proft factor 1.28　
・Expected payof　4.61
・Maximal drawdown 891.69 (8.44%)　／11年
・Total trades 458　／11年
・Proft trades 345 (75.33%)
・Loss trades 113 (24.67%)
・Largest　proft trade　 93.08　loss trade　 -232.31
・Average　proft trade　28.35　loss trade　   -67.87

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_AUDUSD_M30_2005-2015

■W2C-Spencer_br_AUDUSD_M30

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_AUDUSD_M30_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_AUDUSD_M30_2005-2015
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通貨ペア　　：　EUR/JPY
時間軸　　　：　M30
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=25 (2.5pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 3587.22　／11年
・Proft factor 1.37　
・Expected payof　7.19
・Maximal drawdown 914.29 (8.68%)　／11年
・Total trades 499　／11年
・Proft trades 372 (74.55%)
・Loss trades 127 (25.45%)
・Largest　proft trade　 68.57　loss trade　 -177.67
・Average　proft trade　35.47　loss trade　   -75.66

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_EURJPY_M30_2005-2015

■W2C-Spencer_br_EURJPY_M30

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_EURJPY_M30_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_br_EURJPY_M30_2005-2015
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通貨ペア　　：　GBP/USD
時間軸　　　：　H4
test環境　　：　Ava-Demo (Build 950)
期間 ：　2005.01.01 - 2015.12.31)
パラメーター：　Lots=0.1;　Spread=40 (4.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 611.04　／11年
・Proft factor 1.13　
・Expected payof　7.19
・Maximal drawdown 1553.80 (14.97%)　／11年
・Total trades 543　／11年
・Proft trades 410 (75.51%)
・Loss trades 133 (24.49%)
・Largest　proft trade　 45.00　loss trade　 -178.35
・Average　proft trade　33.85　loss trade　   -99.77

詳細はこちら　→　
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_an_GBPUSD_H4_2005-2015

■W2C-Spencer_an_GBPUSD_H4

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_an_GBPUSD_H4_2005-2015
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/download/W2C-Spencer_an_GBPUSD_H4_2005-2015
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本EAは予め申請された　リアル口座1つ、および　テモ口座1つ　
での稼働が可能です。

以下レホート（仕様）もご一読下さい。

■問い合わせ・申込み　　http://w2c-spencer.trgy.co.jp/

http://w2c.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/
http://w2c-spencer.trgy.co.jp/
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