
ファンド通信

ファンド“メガ・テック”
追加型投信／国内／株式

※P8の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

商 号 等 ： アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会： 一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

※期間：2020年12月30日～2021年11月30日（日次）
※分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
※分配金再投資基準価額は、2020年12月30日を100として指数化しています。
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販売用資料

平素は、「ファンド“メガ・テック”」（以下、当ファンドといいます。）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当資料では、ファンドマネジャーより、2021年の当ファンドの運用状況と今後の見通しについてご説明させていただ

きます。

※上記は過去の運用実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

Q1 2021年の運用状況について教えてください。 Q2 2022年はどのような相場を展望していますか？

ファンドマネジャーに聞く
2021年の当ファンドの運用状況と今後の見通し

2021年は、前半に景気回復を反映して割安株が大きく

上昇する局面があり、成長株に投資する「ファンド“メガ・テッ

ク”」には向かい風となりました。年後半は個別の成長株が

評価され、基準価額は上昇傾向となりました。

向かい風の局面は想定していたため、苦しい時でも有望

な成長企業の発掘に注力し、新しい投資魅力の高い銘柄

に投資していくことが中長期的なパフォーマンスの向上につ

ながるという確信のもと運用を行いました。個別銘柄では、

昨年2020年に活躍したオンライン関連銘柄の成長の鈍

化を反映して軟調でしたが、半導体関連や自動車の電動

化関連などの製造業企業、コロナ禍において業績がマイナ

スだった企業に向けたビジネスを展開するIT関連企業やレ

ジャー関連のIT関連企業などがプラス要因となりました。

2021年は製造業を中心に、コロナ禍からの急激な業績

回復を反映する年となりました。2022年は、循環的な回

復に一巡感が出てくる分野や企業がみられると考えており、

個別企業の成長力の差が業績に現れると考えています。

また、新型コロナウイルスによるサプライチェーン問題や行動

制限によるマイナス影響が長期化している企業の業績回

復も注目されると考えています。

2022年も新型コロナウイルスの動向、米国の金融政策

の動向、日本の参議院議員選挙、11月の米国の中間選

挙など多くの波乱要因があり、株式市場が軟調となる局面

がみられると考えています。しかし、新型コロナウイルスからの

回復は始まったばかりであり、軟調な局面は投資チャンスと

とらえ、有望企業に投資していきたいと考えています。
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2021年の当ファンド分配金再投資基準価額の推移
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ポートフォリオの状況（2021年11月末時点）

組入上位10銘柄

※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率はいずれも純資産総額に対する割合です。

業種別組入比率

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。また、各期間は、基準日から過去に遡って
います。

順位 銘柄名 業種 組入比率

1 ソニーグループ 電気機器 4.1%

2 トヨタ自動車 輸送用機器 3.6%

3 キーエンス 電気機器 3.2%

4 日立製作所 電気機器 3.1%

5 富士電機 電気機器 2.7%

6 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 2.6%

7 デンソー 輸送用機器 2.5%

8 コムチュア 情報・通信業 2.5%

9 東京エレクトロン 電気機器 2.4%

10 ダイキン工業 機械 2.1%

組入銘柄数：69銘柄

電気機器

35.5%

情報・通信業

35.0%

機械

7.6%

輸送用機器

7.1%

精密機器

4.8%

化学

4.7%

非鉄金属

2.8% サービス業

2.5%

騰落率（基準日：2021年11月30日）

※組入株式全体を100％とした割合です。
※小数第２位を四捨五入した数字で合計と
合わない場合があります。

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 2021年初来

当ファンド -1.0% 2.3% 10.3% 7.2%

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではなく、将来の当ファンドへの組入または保有の継続を保証するものではありません。
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デンソー （業種 ：輸送用機器） 組入比率：2.5％

株価の推移

【会社概要】

自動車メーカー向けの電装品を
供給する世界的な大手企業

【着眼点】

企業向けのネットワーク構築や運用、セ

キュリティサービスなどを展開しています。日

本の構造的な働き手不足や、IT人材の

不足、官民挙げてのデジタル化の動きが進

んでおり、システムのクラウド化、製造現場

や作業現場でのIoTの導入、5Gの普及な

どによる成長が期待されます。

（円）

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではなく、将来の当ファンドへの組入または保有の継続を保証するものではありません。

（年/月）

株価の推移

【会社概要】

日本のインターネットインフラの先駆者

インターネットイニシアティブ （業種 ：情報・通信業）

【着眼点】

自動車の電動化やIT化に向けての製品

開発投資が先行し収益を圧迫していまし

たが、投資が一巡し回収していくフェーズに

入ってくると考えています。脱炭素社会に

向けた自動車の進化で、同社の成長性は

高まると考えています。

（円）

組入比率：2.6％

当ファンドの組入上位銘柄（2021年11月末時点）について一部ご紹介します。

※期間：2016年12月30日～2021年11月30日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

（年/月）
※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

※期間：2016年12月30日～2021年11月30日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率は純資産総額に対する割合です。
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国内株式市場は、新型コロナウイルス感染拡大時の停滞からの経済活動や企業業績の回復・再成長を反映し

ていく中長期的な上昇過程にあると考えています。2022年は、循環的な業績回復が一服する企業がみられると

想定しており、成長要因の有無で個別企業の業績の差が現れると考えています。また、行動制限やサプライチェー

ン混乱によるマイナス影響が改善し本来の成長性が再認識される企業もみられると考えています。

なかでも、IT関連市場は、変革･成長期にあると考えています。新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動

の停滞から世界や企業の新しい動きが本格化しつつあり、脱炭素社会に向けた再生可能エネルギーへの移行過

程に関連する部材や制御システム、新技術の開発、電気自動車関連などの需要が高まっています。また、eコマー

スの活用やデジタルコンテンツの消費など人々の行動にもデジタル化が進み、その基盤となる半導体やインフラ、そし

て具体的なサービスを展開する企業に注目が集まっています。さらに、日本固有の人手不足が経済回復で更に深

刻化していることを背景にIoTやAI、ロボットの活用が課題となり、デジタル化の動きは今後より加速すると予想され

ることなどから、IT関連市場の成長に注目しています。

「ファンド”メガ・テック”」は、今後の高い成長が期待できる産業として「情報通信産業」を選定し、優れたテクノロ

ジーを持ち、競争優位を保ち続けることができる企業に投資することで、投資信託財産のさらなる成長を目指して

まいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

※期間：2011年11月30日～2021年11月30日(日次)
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

過去10年の運用実績

※上記は過去の運用実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記の見通しや運用方針は、投資環
境の変化などにより予告なく変更される場合があります。

今後の運用方針
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13,186円
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当ファンドは、主として国内の株式に投資します。組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので、これ
により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 

 
１．わが国の取引所上場株式および海外取引所上場株式(もしくはそれに準ずるものも含みます｡)を主要投資対象とし

ます。 
 

２．株式への投資にあたっては、今後の高い成長が期待できる産業を選定し、その産業の中から特に優れたテクノロ
ジー(技術力)を有し、競争優位を保持できる企業に投資します。 

◆当面着目するのは｢情報通信産業｣です。 

※今後の経済動向や科学技術の発展、技術革新などにより、投資対象産業を追加または変更する可能性があります。 

日本のテクノロジーに注目する理由 

・日本は世界の産業界において特別な役割を果たしています。日本企業は、基礎技術やインフラストラクチャー(社会基盤)
をベースに、より洗練された、より使いやすい製品を生み出す優れた技術(テクノロジー)を有しており、これまでも様々
な製品やサービスを世界に提供してきました。 

・今後についても、豊富に蓄積された技術力を活かして、日本企業の世界レベルでの活躍が期待できると当社では考えてい
ます。 

※当ファンドは純資産総額の３０％を上限に、外貨建資産にも投資する場合があります。 
 

３．銘柄の選択および運用にあたっては、マクロ・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせて行います。 

◆マクロ・アプローチとは、国内外の経済動向や産業動向に着目して、投資環境、投資対象銘柄の価値を見極める投資手法
の一つです。 

◆ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する、個別銘柄に主眼を置いた投資手法
の一つです。 

 

４．株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮したうえで委託会社が
適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。 

※市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には
上記のような運用ができない場合があります。 

 

５．原則として、年２回(毎年６月、１２月の各月５日。休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、収益の分配を行いま
す。 

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 

◆分配金額は、基準価額水準・市況動向などを考慮して決定し、毎期分配を行います。 

◇運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分
配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

 

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンド
の基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。 
また、投資信託は預貯金と異なります。 

株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には
その影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

銘柄選択リスク 
当ファンドは特定の産業(テーマ)に属する企業へ重点的に投資するため、幅広い業種や銘柄
に分散投資を行うファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低
下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。
これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

為替変動リスク 
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

カントリーリスク 
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。  

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

◆収益分配金に関する留意事項◆ 

○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 

○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率
を示すものではありません。 

○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド
購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 
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お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額 購入申込受付日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合が
あります。

信託期間 無期限（1999年12月6日設定）

繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）するこ
とがあります。
・受益権の総口数が30億口を下回った場合
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎年6月および12月の各5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どち
らか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

信託財産留保額 ありません。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65％（税抜1.5％）
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき
ファンドから支払われます。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の
保管等に要する費用　・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等
監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はそ
の都度ファンドから支払われます。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等
を示すことができません。

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができませ
ん。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
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ファンド通信 ファンド“メガ・テック”

※P8の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確
性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではあ
りません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くだ
さい。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクも
あります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。この
ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証
券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

◆ファンドの関係法人 ◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞三井住友信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆
アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証
券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確
性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではあ
りません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くだ
さい。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクも
あります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。この
ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

◆ファンドの関係法人 ◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞三井住友信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆
アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/

「ファンド“メガ・テック”」が、

『R&Iファンド大賞2021』の「投資信託／国内株式グロース部門」

において最優秀ファンド賞を受賞しました。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものでは

ありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用

格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業

務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権

等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。選考は、2021 年3 月末における3 年間の最大ドローダウン

が下位75%のファンドを対象に、2021 年3 月末における3 年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいています。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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ファンド通信 ファンド“メガ・テック”

※P8の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずお読みください。 211214JS112980ファンド通信

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。 2021年12月23日時点

    ●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

     また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

    ＜備考欄について＞

    ※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

    ※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

    ※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

商号 登録番号等
日本証券
業協会

一般社団
法人日本
投資顧問
業協会

一般社団
法人金融
先物取引
業協会

一般社団
法人第二
種金融商
品取引業

協会

備考

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第624号 ○ ○
株式会社第四北越銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第47号 ○ ○
アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○
ａｕカブコム証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○
リーディング証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第78号 ○
永和証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第5号 ○
株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○
岡安証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第8号 ○
岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○
おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者　沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○
みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○
立花証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第110号 ○ ○
大山日ノ丸証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第5号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○
西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26号 ○
リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第199号 ○
三津井証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第14号 ○
三豊証券株式会社 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 ○
山形證券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第3号 ○
いちよし証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第24号 ○ ○ ※1
岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第169号 ○ ※1


