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※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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2019年4月17日 

 米中貿易摩擦問題や米国で短期金利が長期金利を上回る逆イールドが一部年限で発生した

ことなど、世界景気の減速が懸念されるなか、経済の持続的な成長により、アジアは世界経

済に対する影響力を増していくと見込まれています。その中でも今後の成長国として注目さ

れるのが、ASEANの加盟国、ベトナム（V）・インドネシア（I）・フィリピン（P）の

VIP3ヵ国です。 

 

 当資料では、VIP3ヵ国のファンダメンタルズ等をもとに、なぜ今VIP3ヵ国に注目するの

かをご紹介いたします。 

~当ファンドの運用実績~ 
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※期間：2007年4月26日（設定日前営業日）～2019年3月29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。 
※2019年3月29日時点で分配金実績はありません。 

~期間別騰落率~ 

1ヵ月 3ヵ月 6か月 1年 3年 設定来

-0.9% 6.6% 4.2% -1.1% 23.0% 42.3%

※2019年3月29日時点 
※各期間は基準日から過去に遡っています。 

※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。 

基準価額

14,230円

※2019年3月29日時点 
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DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） ファンド通信 

※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

（年/月） 

【株式市場の推移】 

※2009年3月31日を100として指数化。 

堅調なパフォーマンス 

 VIP3ヵ国の株式市場は堅調に推移して

おり、株式市場の上昇率は日本や世界の

株式市場を大きく上回っています。 

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 

国名・地域 ベトナム インドネシア フィリピン 日本 世界 

騰落率（%） 249.4 351.1 298.8 105.7 151.7 

【株式市場の成長率】 

※期間：2009年3月末～2019年3月末（日次） 

※インドネシア：ジャカルタ総合指数、フィリピン：フィリピン総合指数 
ベトナム：ベトナムVN指数、日本：TOPIX（東証株価指数） 
世界：MSCI AC ワールドインデックス 

451.1 
398.8 

349.4 

251.7 

205.7 

 2008年のリーマン・ショック時、世界

経済がマイナス成長となるなか、VIP3ヵ

国はプラス成長を維持しました。2012年

以降、毎年5%以上の経済成長率で推移し

ています。今後も高い経済成長率を維持

することが予想されています。 

【実質GDP成長率の推移】 

※期間：2008年～2024年（年次、ただし2019年以降はIMFによる 
予測値） 

出所：IMF（国際通貨基金）「World Economic Outlook Database, 
April 2019」のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

（年） 

（%） 

~VIP3ヵ国の現状~ 

 企業の株価が割安か割高かを判断する

指標の1つに、株価収益率（PER）があり

ます。一般的にPERが低いほど割安、高

いほど割高とされています。VIP3ヵ国は

足もとのPERが15倍付近で推移しており、

株価が堅調に推移する足もとでもそれほ

ど割高感のない水準と思われます。 

過熱感のないバリュエーション 

【PERの推移】 

※期間：2009年3月末～2019年3月末（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 

 VIP3ヵ国の実質GDP成長率の推移や株式市場の推移など、VIP3ヵ国の現状を紹介します。 

※期間：2009年3月末～2019年3月末（日次） 

（倍） 

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 
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※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

~VIP3ヵ国の成長の源泉~ 

VIP3ヵ国の現状として、持続が見込まれる高い経済成長率や株式市場の堅調なパフォーマン

ス、過熱感のないバリュエーションを紹介しましたが、VIP3ヵ国の今後の成長の源泉として

次の3点が挙げられます。 

人口ボーナス期による個人消費の拡大 

インフラ整備の進展と海外からの直接投資の拡大 

アジア域内の経済連携 

VIP3ヵ国は労働人口増加による労働供給力の上昇から経済の押し上げ効果が期待されます。高い

出生率や、地方から都市部への人口の移動に伴う農業からサービス業への職業の遷移を受けて、

今後も良好な雇用・所得環境が続くとともに、政策面のサポートが追い風となり、賃金の上昇・

生活水準の向上に伴う個人消費の堅調な拡大が期待されます。 

01. 

02. 

VIP3ヵ国は2000年代以降、制度整備や経済開放が進み、海外からの直接投資が増加しており、

直接投資の拡大による生産や雇用の押し上げが期待されます。また、政府主導のインフラ開発や、

関連する民間の建設投資も堅調に推移する見通しです。 

 

03. 
近年では、アジア・オセアニア各国とASEAN諸国との間で貿易協定が次々と発効されています。

貿易における関税面だけでなく、制度面での障害も取り除かれることで、より広範な貿易の活発

化が期待されます。今後は米中貿易摩擦の影響により、対米輸出の拡大と中国からの生産拠点移

設の可能性が見込まれます。 
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~【ご参考】VIP3ヵ国の為替市場の推移（対米ドル）~ 

※2014年3月末を100として指数化。 

※期間：2014年3月末～2019年3月末（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 
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※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 



ファンド通信 
DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） ファンド通信 

※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

~なぜ今VIP3ヵ国に注目するのか~ 

前頁までで紹介したファンダメンタルズや成長の源泉に加えて、VIP3ヵ国の今後の見通しか

ら、なぜ今VIP3ヵ国に注目するのかをご紹介させていただきます。 

 周辺のアジア諸国に比べて安い賃金や勤

勉な国民性が評価され、重工業やハイテク

産業の製造・輸出拠点として発展していま

す。昨今の米中貿易摩擦の影響により、海

外企業が中国にある製造・輸出拠点をベト

ナムに移すトレンドを後押しする可能性が

あります。 

～米中貿易摩擦の恩恵を受ける可能性～ 

ベトナム 

 ジョコ政権における政策の目玉の一つで

あるインフラ投資において、直近ではジャ

カルタに初の地下鉄が開通するなど実績が

目に見えてきています。これらのインフラ

投資はインドネシアのビジネス環境改善に

つながり、海外直接投資の拡大が中長期的

に見込まれます。昨年は大統領選挙を控え、

外資系企業からの海外直接投資は様子見姿

勢を背景に減少したものの、今年は不透明

要因が無くなり再度加速することが見込ま

れています。 

 2018年は国内のコメ不足・原油価格上昇

を背景とした物価上昇により、中央銀行が

政策金利引き上げを余儀なくされ、通貨の

不安定性を招くなどやや逆風となりました。

しかし、いずれの要因も改善し、足もとで

物価は沈静化しており、2019年は純粋な経

済成長への注目が集まります。 

～盤石な政権2期目は政策加速へ～ 

インドネシア  

～逆風の2018年から成長回帰へ～ 

フィリピン  
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※労働者の平均賃金（月額）は製造業のワーカー（一般工職）の正規雇用
基本給。  

※調査実施時期は2018年12月～2019年1月、日本は2019年1月～3月 
出所：JETROのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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※期間：2010年～2018年（年次） 
出所：インドネシア投資調整庁のデータをもとにアセットマネジメント

One作成 

【労働者の平均賃金】 

【インドネシアへの海外直接投資額】 （億米ドル） 

【フィリピンのインフレ率】 

※期間：2013年3月末～2019年3月末（月次） 
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 

4 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 



ファンド通信 
DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） ファンド通信 

※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

○ VIPを中心に、アジア諸国（除く日本）の株式等に投資します。

・ 運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。

○ VIPへの投資比率は保有有価証券の時価総額の過半を保つよう努めます。

○ VIP以外のアジア諸国（除く日本）への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。

○

○ 年1回決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。

・ 毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、分配金額を決定します。

※ 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。

※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。

分配金が支払われない場合もあります。

○ 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

※ 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。

　 ○ 株価変動リスク………

　 ○ 個別銘柄選択リスク…

○ 為替リスク……………

○ 信用リスク……………

○ 流動性リスク…………

　 ○ カントリーリスク…………

○ 国別配分リスク…………

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。

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)

VIP（ベトナム、インドネシア、フィリピン。以下、総称して「VIP」といいます。）の3ヵ国に重点を置きながら、その他のASEAN（東南アジア諸国連合）加盟国や中

国（含む香港）、インド等のアジア諸国（除く日本）の株式等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。

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。

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。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

また、VIP3ヵ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることをめざします。ただし、投資環境によっては必ずしも均等とならない場合があります。

投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。

当ファンドでは、個別銘柄の選択により収益を積み上げることを目標としているため、株式市場全体の動きとは異なる

場合があります。投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にか

かわらず基準価額が下がる要因となる可能性があります。

当ファンドの投資対象国は、先進国に比べ、市場規模が小さく、流動性が低い場合があります。また、金融商品取引

所等、証券決済に関する規定、会計基準等が先進国と異なる場合があることから、運用上予期しない制約を受けるこ

とがあります。また、投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしく

は取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性

があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の

下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなること

があり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等に

は、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

当ファンドのVIPへの投資比率は過半を超えるものとし、VIP以外のアジア諸国（除く日本）への投資比率については
トップダウン・アプローチにより国別配分を決定します。

この国別配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い国への配分比率が大きい場合、当

ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。また、当ファンドではVIPへの投資比率が過半を超えるた

め、VIPの政治・経済情勢に変化があった場合にはその影響を大きく受けます。その影響により当ファンドの基準価額

が変動する可能性があります。

当ファンドでは外貨建資産を組入れ、また為替リスクに対して対円での為替ヘッジを行わないことを原則としているた

め、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被

る可能性もあります。

当ファンドは、株式等に投資します。株式の価格は一般的に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは

個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

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）
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ファンド通信 
DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） ファンド通信 

※最終頁の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

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

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

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。

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。

無期限（2007年4月27日設定）

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。

・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合。

・受益者のために有利であると認めるとき。

・やむを得ない事情が発生したとき。

毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日）

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

原則として、分配時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。

※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。

購入価額に、3.24％（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。

ありません。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

換金手数料

信託財産留保額

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

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

※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。

換金価額

換金代金

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ベトナムの証券取引所の休業日　　　　　  ・ベトナムの銀行の休業日

・インドネシアの証券取引所の休業日 　     ・インドネシアの銀行の休業日

・フィリピンの証券取引所の休業日　　 　　  ・フィリピンの銀行の休業日

購入・換金

申込不可日

年1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「分配金自動けいぞく投資コース」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。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

申込締切時間

信託期間

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

購入価額

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

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.836％(税抜1.70％)
運用管理費用

（信託報酬）

繰上償還

決算日

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)

以下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。

課税関係

収益分配

換金制限

購入・換金申込受付の

中止および取消し

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニ

アニーサ）」の適用対象です。

指数の著作権等 

・フィリピン総合指数はフィリピン証券取引所（以下「PSE」といいます。）の算出する指数で、著作権等のあらゆる権利はPSEに帰属します。 
・ベトナムVN指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はホーチミン証券取引所に帰属します。 
・ジャカルタ総合指数に関するすべての権利は、インドネシア証券取引所が所有しています。 
・MSCI AC ワールドインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権
利および公表を停止する権利を有しています。 
・東証株価指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての
権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 
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投資信託は、

①
　　

②
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。

当資料のお取扱いについてのご注意
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○印は協会への加入を意味します。 2019年4月17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）

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。

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)

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。

投資信託ご購入の注意

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。

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。

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。

当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（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。

◆収益分配金に関する留意事項◆
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水
あ準は、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。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する
あ受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上
あに分配金の支払いを行う場合、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。

◆委託会社および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

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＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞アセットマネジメントOne シンガポール・プライ

ベート・リミテッド

◆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/

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

ソニー銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○
株式会社池田泉州銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○
株式会社南都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第15号 ○
安藤証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第1号 ○
カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○
エース証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第6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 ○ ○ ○
極東証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第65号 ○ ○
岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○
静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第8号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20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 ○ ○
むさし証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第105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 ○ ○ ○ ○
東武証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第120号 ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号 ○ ○
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○
マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○
株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○
野村證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第148号 ○
フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第152号 ○
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 ○
三木証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第172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 ○
三田証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第175号 ○
水戸証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181号 ○ ○
中銀証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第6号 ○ ※1


