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 7 ⽉中旬、My シストレ 24 が「ver3.0」にバージョンアップ 
 ポートフォリオ管理機能を⼤幅強化！ 

 運⽤資⾦で選べる「ユニット」を新たに導⼊ 
         
 

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、2013 年 7 ⽉中旬より、当社が   
独⾃に開発したシストレ 24 の専⽤ツール「My シストレ 24 ver3.0」の提供を開始いたします。 

お取引の利便性向上と運⽤成績を伸ばしていただくために当社が開発した「My シストレ 24」は、
今回で 3 回⽬のバージョンアップとなります。 
 
■My シストレ 24 ver3.0 について  

ver3.0 では、My シストレ 24 上でのポートフォリオ確認機能や取引額・アドバンス設定（指値、   
逆指値や最⼤損失許容額）の変更が可能になるほか、お客さまの証拠⾦預託額に対する推奨証拠⾦率
が⼀⽬でわかる証拠⾦メーターが追加されるなど、ポートフォリオ管理機能が強化されています。 

・推奨証拠⾦額とは、余裕を持ってお取引いただく⽬安として当社が提⽰している証拠⾦額です。 
 
本年 6 ⽉に実施したシストレ 24 の利⽤者 1000 名様に対するアンケート※では、2013 年 3 ⽉末

にリリースした「Ｍｙシストレ２4ver2.0」により、ストラテジーを選びやすくなった（88.4％）、
ストラテジー探しが⾯⽩くなった（80.6％）などのご意⾒をいただき、お客さまにご好評いただいて
おります。 

ver3.0 へのバージョンアップにより、ストラテジーを選ぶ楽しみに加え、お取引の利便性が向上
するものと考えております。今後も My シストレ 24 はお客さまのご意⾒を参考にバージョンアップ
を⾏ってまいります。 

※調査期間 2013/6/18〜6/19 対象:シストレ 24 利⽤顧客 回答数:1020 名 （結果は次ページに記載） 
 
■「ユニット」の導⼊について  

また、今回のバージョンアップでは、新たに「ユニット」という制度を追加いたしました。 
初⼼者の⽅がシストレ 24 始める際に無理なく運⽤を⾏っていただくため、ご資⾦とリスクリター

ンの幅を考慮したポートフォリオをご⽤意したものがユニットとなり、ユニットの中からお好みのも
のを選択していただけます。 

ユニットは、始めたばかりの⽅が過度なリスクを負わないよう低リスクを⼼掛けた設計になってい
ます。また、どのようなストラテジーを組み合わせポートフォリオ作成したらいいかわからないとい
うお客さまにも参考にしていただければと考えております。 

 
インヴァスト証券では、今後もお客さまに安⼼して、楽しみながらお取引を続けていただけるよう

な FX サービスを提供し続けるとともに、お客さまにとって、FX が世界のマーケットとの接点となり、
学びの場として有意義なものとなりますよう不断の研鑽を続けてまいります。 
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調査期間：2013/6/18〜6/19 対象者：シストレ 24 利⽤顧客 ⽅法：インターネット調査 回答数：1020 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 機能 概要 

ポートフォリオ確認 
 

「ポートフォリオ」アイコンが追加されます。クリックすると、現在ポートフォリオに
⼊れているストラテジーの確認はもちろん、ストラテジーの稼働、未稼働の状態を確認
することができます。 

ストラテジ―設定確
認 

設定変更 

現在、ポートフォリオに⼊れている全てのストラテジーの設定を確認することができま
す。全ての設定を My シストレ 24 から変更することが可能になります。 
ストラテジーの稼働だけでなく、稼働停⽌も設定も可能です。 
 
 
 
 

証拠⾦メーター 
 

現在の証拠⾦預託額と稼働しているストラテジーの推奨証拠⾦額を確認することがで
きます。また、証拠⾦預託額に対する推奨証拠⾦率をメ―タ―で表⽰する独⾃のスクリ
ーニング指標を追加しました。 
※本機能の推奨証拠⾦は、設定された取引額と最⼤ポジション数より算出しています。 
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■シストレ 24 利⽤者 1000 ⼈アンケートより 

Q「My シストレ 24ver2.0 をご利⽤になりどう思われましたか？ 
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Q「My シストレ 24ver2.0」をご利⽤になりましたか？ 

n=1020 

■利用した   ■利用していない 

n=861 
My シストレ 24 利用者 

が回答 

 
稼働設定イメージ 設定確認イメージ 

 
証拠⾦メーターイメージ

■My シストレ 24ver3.0 の追加機能と概要  
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■「ユニット」について  
「ユニット」は、複数のストラテジーを組み合わせて作成したポートフォリオです。 

ユニットに組み込まれているストラテジーは⼀定の基準を満たしたものから選定しています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「50 万円のご資⾦でシストレ 24 の運⽤を始めたいが、当初どのようなポートフォリオを作ったらいいか
わからない」といったお客さまからのご意⾒を多くいただいたことから、ユニットを開発いたしました。 
 しかし、当社が提唱しているシストレ 24 の運⽤⽅法は、1．選ぶ→ 2.チェックする→3.⼊れ替えると
いうものです。シストレ 24 では、原則として、お客さまご⾃⾝が″監督”となり、ストラテジーを探し、
組み合わせ、ポートフォリオを組み運⽤を⾏っていただきます。 
 ユニットは、参考ポートフォリオとなりますので、運⽤管理やメンテナンスはお客さまご⾃⾝で⾏って
いただきますようお願いいたします。 

ユニットの構成やユニット選択時のリスク等は、My シストレ 24 内の「説明書」をご確認ください。  
 
●My シストレ 24 ご利⽤⽅法 

当社に⼝座をお持ちのお客様は、「My ページ（お客様専⽤ページ）」から無料でご利⽤いただけます。 
シストレ 24 取引ツール「Mirror Trader」からご利⽤いただくことも可能です。 
「My ページ」のログインはこちらから https://mypage.invast.jp/login/ 

 機能 概要 

ストラテジ―の 
現在の建⽟情報 

 

ストラテジーが保有している現在の建⽟情報を確認できます。 
これからストラテジーを稼働させたいという際に、最⼤ポジション数に対する現在の保
有ポジション数を確認できるようになります。 
 
 
 
 

資金目安に対する 

選択期間の収益率です。 

資金目安に対する最大損失と最

大利益の幅です。 

大きいほどリスクが高くなります。 

画⾯イメージ 
 

ユニットの運用曲線も表示されます 

 ストラテジーの現在の建⽟イメージ 

現在の証拠金預託額が資金 
目安に達していないと追加は 
できません。 
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■FX ⾃動売買サービス 「シストレ 24」 とは   

シストレ24のプラットフォームは、その性能の⾼さから世界中で20社以上に導⼊されているTradency
社の「Mirror Trader」。バックトレードシステムは、機関投資家などのプロ投資家向けに開発され、世
界のプロ投資家やブローカーから⾼い評価を受けているＦＸ取引の最先端システム CURRENEX 社のト
レードシステム。さらにストラテジーは「Mirror Trader」標準搭載の約 1500 種類に加えて、国内で実
績のあるストラテジープロバイダー各社のストラテジーを追加搭載しています。世界中の優れたパート
ナー企業との連携により、シストレ 24 では、最⾼⽔準の性能を兼ね備えた FX システムトレードを無料
でご利⽤いただけます。 

   
 
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 川路 猛 
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 ： ⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈⾦融先物取引業協会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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。 
●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。 
 


