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愛称：みらい⽣活 追加型投信／ 内外／ 株式

設定来2年の振り返りと今後の⾒通しについて

平素は、「世界ｅコマース関連株式オープン（愛称：みらい⽣活）」（以下、当ファンド）
をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2019年9⽉6⽇に、当ファンドは設定2年を迎えました。
今回は当ファンドが設定されてからの2年間で、eコマース市場がどのような変化を遂げてきた
か、また、ｅコマース市場の今後の⾒通しについてファンドマネジャーからのメッセージをお
届けいたします。

①⽶国のeコマース
市場をけん引する
ミレニアル世代＊

②巨⼤な
eコマース市場
を有する中国

③eコマース
の構造変化

＊1980〜1999年に⽣まれた世代。

設定時の振り返り
当ファンドが設定されてから2年が経過し、基準価額は堅調に推移しています。当ファンド

は⽶国と中国という2つの消費⼤国の銘柄を中⼼に、成⻑するeコマース市場で「勝ち組」、
あるいは将来的に「勝ち組」になれると判断する銘柄に投資しています。
2年前の設定時には、将来のeコマース市場について、以下の点に注⽬していました。

拡⼤するeコマースの市場規模
2017年と2018年のeコマース市場をみると、⽶国は約15％、中国は約37％のプラス成⻑と

なり、eコマース市場は順調に拡⼤していることが分かります。

【⽶国・中国のeコマース市場規模】

出所：経済産業省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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そのような環境下、当ファンドではeコマース市場の成⻑をグローバルで享受できる銘柄
（オンライン⼩売事業など）や、eコマース市場の拡⼤を受けて急成⻑した銘柄（映像配信事
業など）への組み⼊れを増やしつつ、eコマース対応型へと事業モデルを変化させ、かつそれ
が成功につながると判断した銘柄の組み⼊れを新たに⾏いました。
次のページ以降、設定時に注⽬していた上記4点が、どのような変化を遂げてきたか、また

当ファンドでは変化に対してどのように対応してきたのかを振り返ります。

④eコマースにおける
「勝ち組」「負け組」
の⼆極化
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①⽶国のeコマース市場をけん引
するミレニアル世代
⽶国では、引き続きミレニアル世代の消費が経

済の鍵を握っていると考えられます。⽶国の世代
別消費額の変化をみると、ミレニアル世代が今後
最⼤の消費者層となることが予想されています。

ミレニアル世代には2つの特徴があるといわれて
います。1つはスマートフォンを⾝近なツールとし
て育った世代であること、もう1つは時間を⼤切に
する（＝消費の観点からは、店舗に⾏って購買す
ることを避ける）世代であることです。どちらも
ｅコマース市場をけん引する構造的な要因であり、
幼少期からインターネットに慣れ親しんだミレニ
アル世代による各種eコマースサービスの利⽤は、
eコマース市場が急成⻑した要因と推察されます。

eコマース市場の拡⼤により従来の⼩売業が逆⾵
となる⼀⽅、eコマースサイトで購⼊したものを店
舗で受け取るという、ミレニアル世代のニーズを
つかんだ販売形態を採⽤している企業は、良好な
決算を発表し株価も底堅く推移しています。
この「スマートフォンやパソコンで注⽂・決済

して配達を待つ」だけでなく、「注⽂・決済はス
マートフォンやパソコンで⾏い、品物は店舗に取
りに⾏く」という利⽤は、ミレニアル世代のみな
らず⽶国全体で増加しています。店舗で品物を探
す時間や、⽀払いのためにレジに並ぶ時間を短縮
化できるというメリットから利⽤者は急増してお
り、今後もこのような形態は、ミレニアル世代を
筆頭に拡⼤していくと考えられます。
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eコマースへの対応を進めても、⼩売業としての
売上成⻑率が鈍化するとの懸念から、当ファンド
では⼩売銘柄への投資は⾏っていません。しかし
ながら、eコマースへの対応に取り組み、成⻑を加
速させ成功している銘柄と、そうでない銘柄の差
が⾜もとでは明確となってきています。

従来の店舗型とeコマースとの融合に取り組んだ
り、より進化した販売形態を⾒出すなど、 eコマー
ス市場の拡⼤に合わせて柔軟に変化していく⼩売
銘柄を探りつつ、そのような企業に対して、株式
市場がどのような評価をしていくかにも注⽬して
います。そのなかで、eコマース市場拡⼤の恩恵を
中⻑期で享受できると判断したタイミングで、⼩
売銘柄の組み⼊れを⾏いたいと考えます。

また、ミレニアル世代を中⼼とした消費形態を
注視し市場の変化を⾒極め、⼩売銘柄に限らず投
資機会を引き続き探っていきます。

②巨⼤なeコマース市場を有する中国
中国は、⼈⼝13億⼈を超える巨⼤な消費市場で

す。しかし、実店舗での消費が未発展となってお
り、百貨店などの店舗消費に依存する企業は、中
国市場への進出が難しいとされてきました。
しかしながら昨今の中国ではeコマース市場の拡

⼤が著しく、各国のEC化率＊をみると中国は20％
を超えており、オンラインショッピングの利⽤率
が他国と⽐較しても⾼いことが分かります。その
ような点から、eコマースの戦略的活⽤が中国市場
では成功の鍵を握っています。
＊すべての商取引のうち、eコマースが占める割合。
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出所：statistaのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

⼤⼿化粧品メーカーのエスティ・ローダー社の
株価は、好調な2019年4-6⽉期決算を受けて上昇
しましたが、そのけん引役の1つとなっているのが
eコマースです。同社は、アリババ社が運営する

【⽶国の世代別消費額の変化予想】

※ミレニアル世代：1980〜1999年⽣まれの世代、ジェネレーションX世
代：1965〜1979年⽣まれの世代、ベビーブーマー世代：1946〜1964
年⽣まれの世代。※2015年時点のゴールドマン・サックス・インベストメント・
リサーチの予想。各世代の2015〜2020年における⼀般消費財、⽣活必
需品の消費額の伸びを表⽰。※当資料で使⽤する世代の定義はゴールド
マン・サックス・アセット・マネジメントの分類によるものです。※各世代の年齢
区分は、出所によって異なる場合があります。※各世代の呼称は作成時点
において主として⽶国で⽤いられているものあるいは当資料で便宜上使⽤し
ているものであり、今後変更される可能性があります。
出所：ゴールドマン・サックス・インベストメント・リサーチ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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eコマースサイトであるTMALLを有効活⽤すること
で、中国での⾼い売上成⻑を維持しています。膨
⼤な⼈⼝を抱える中国は、同社のみならず、各業
界にとって魅⼒的な市場となっています。

また中国の消費者は、中国市場で売買されてい
る品物・サービスに対する真偽性について⼗分に
認識しており、購買を決定する際に他社との⽐
較・研究を常に⾏っています。これにはｅコマー
スの仕組みが最適なため、先進国以上にeコマース
が浸透しやすいという特性から、中国でのeコマー
ス市場は今後も発展していくと考えられます。

当ファンドでは、経済動向も含め、中国のeコ
マース銘柄の調査を⾏いながら、エスティ・ロー
ダー社をはじめとした中国でのeコマース市場拡⼤
の恩恵を受けると考えられる銘柄への組み⼊れを
⾏っています。

エスティ・ローダー（組⼊⽐率：1.6％）
⽶国の化粧品メーカー。中国市場を筆頭に、グローバ
ルでeコマースチャネルが成⻑のけん引役となってい
る。また経営陣のeコマースチャネルにおける戦略的
重要性に対する取り組みを評価し保有。

例えばザ・ウォルト・ディズニー社は、映像配
信事業に進出し、新サービス「ディズニー＋」を
2019年11⽉から開始すると発表しました。定額料
⾦で、ディズニー社が提供する映画と番組が⾒放
題となります。また完全⼦会社化した映像配信
サービスのHuluについても、追加料⾦で⾒放題と
なります。

当ファンドではこのようなeコマース市場の拡⼤
とともに新たなサービスを打ち出し、またeコマー
ス事業に参⼊していく銘柄に着⽬し、銘柄への投
資を増やしたり、新規で組み⼊れを⾏いました。
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※期間：2017年9⽉7⽇（当ファンド設定⽇）〜2019年9⽉6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

【株価推移】

③eコマースの構造変化
eコマース市場の拡⼤を受けて、 eコマース関連

各社はより利便化したサービスを展開しているほ
か、本業がeコマースとは異なる企業がeコマース
事業に参⼊する動きなどがみられます。
このようにeコマース市場は、新たなサービス・

技術が登場する可能性が⾼く、構造変化が起きや
すい分野であるといえます。またこのような構造
変化は、今後も様々な企業でみられるようになる
と考えられます。

ザ・ウォルト・ディズニー（組⼊⽐率：2.2％）
⽶国のエンターテインメント会社。「ディズニー＋」
のコンテンツの充実度を勘案し、映像配信業界におい
て存在感を発揮すると考え、成⻑性を評価し保有。

【株価推移】
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④eコマースにおける
「勝ち組」「負け組」の⼆極化

eコマース事業の競争激化を受けて、成功する企
業と撤退を余儀なくされる企業との⼆極化も進ん
でいます。

例えばオンラインフードデリバリー業界は想定
以上の速さで成⻑しているものの、競争が激化し
た結果、業界における「勝ち組」「負け組」が明
確化すると同時に、「勝ち組」でも利益成⻑に直
結しないケースが⽣じています。アマゾン社は、競
争激化を受けてオンラインフードデリバリー業界か
らの撤退を決定しました。また、欧州のオンライン
フードデリバリー⼤⼿であったジャスト・イート社
も、同業他社からの買収案に合意しました。

eコマースに重要なアプリの動作状況監視サービ
ス業界でも、成⻑性の⾼さゆえに新規参⼊が相次
いだ結果、ほぼ寡占化状態でその成⻑を享受して

※消費サービス企業と消費インフラ企業の区分は、委託会社の分
類に基づいています。詳細はファンドの特⾊でご確認ください。

消費サービス企業

消費サービス企業

※期間：2017年9⽉7⽇（当ファンド設定⽇）〜2019年9⽉6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
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いたニュー・レリック社が、売上成⻑⾒通しの下
⽅修正を発表し、株価の急落に⾒舞われました。

当ファンドでも競争激化への懸念がみられる銘
柄や、利益成⻑の⾒通しが維持ないしは低下する
とみられる銘柄については、組⼊⽐率を引き下げ
たり売却を⾏うなど、業界動向に注視し売りの機
会を模索しています。

eコマース市場における「勝ち組」「負け組」の
⼆極化は今後も進み、eコマース関連各社は事業の
選択と集中を迫られる場⾯が増えていくと考えら
れます。

ニュー・レリック（組⼊⽐率：1.0％）
⽶国のIT関連会社。競争激化を受けて⾜もとで株価
が軟調となるものの、eコマース市場における成⻑性
の⾼さのほか、同社の実績やサービスの浸透度が⾼
いことから、影響は限定的と考え保有。

ジャスト・イート（売却済み）
英国の外⾷デリバリーサービス会社。業界の競争激
化を受けて売却。ただし、想定以上に⾼い業界の成
⻑性については評価。
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【株価推移】

【株価推移】

今後のeコマース市場の成⻑と動向
eコマース市場の成⻑は、各国の経済成⻑に左右

されるというよりも、利便性を希求する消費者の
⾏動により、従来の店舗での⽀出がeコマースでの
⽀出に移っていく「消費の構造改⾰」による影響
が⼤きいと考えています。

eコマースの利⽤頻度や利⽤⾦額が増加すれば、
関連する電⼦決済も成⻑し、また物流の成⻑に合
わせて効率化のための投資（例えば、「どこに何
があるか」を管理するための投資など）も加速す
ると考えられます。そのほかにも、顧客への利便
性向上のためにeコマースにおける顧客サービス改
善のための投資（例えば、顧客が欲しい商品をス
トレスなく検索できるようにAI（⼈⼯知能）の活
⽤を促進するための投資など）も増加すると考え
られます。

当ファンドではこうしたeコマース市場の成⻑を
とらえ、「勝ち組」になれると判断する銘柄に引
き続き投資していくことで、基準価格の上昇につ
なげるよう努⼒していく所存です。
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※期間：2017年9⽉7⽇（当ファンド設定⽇）〜2019年9⽉6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

※期間：2017年9⽉7⽇（当ファンド設定⽇）〜2019年9⽉6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
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基準価額の推移

当ファンドの運⽤実績（2019年9⽉6⽇時点）

※期間：2017年9⽉6⽇（設定⽇前⽇）〜2019年9⽉6⽇（⽇次）
※基準価額は設定⽇前⽇を10,000円として計算しています。
※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9⽉6⽇時点で分配⾦実績はありません。
※騰落率の各期間は、基準⽇から過去に遡っています。設定来の騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。

基準価額・純資産総額

騰落率

※⽐率は組⼊株式評価額に対する割合です。
※国・地域は本社所在国を⽰しています。
※業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。
※⽐率の合計は、端数処理の関係で100％とならない場
合があります。

消費サービス企業と消費インフラ企業の組⼊⽐率（％）

通貨別組⼊⽐率（％）国・地域別組⼊⽐率（％） 業種別組⼊⽐率（％）

基準価額 11,514円
純資産総額 640億円

1ヵ⽉ 4.3％
3ヵ⽉ 0.9％
6ヵ⽉ -2.3％
1年 -8.5％
設定来 15.1％

⽶国
71.2

中国
13.5

⽇本
4.0

アルゼンチン
3.3

スイス
2.6
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2.3
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1.5
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1.0 英国

0.5

⽶ドル
83.2
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4.9

⽇本円
4.0
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2.3
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1.5

カナダドル
1.0
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0.5

情報技術
42.2

⼀般消費財・サー
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28.7
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サービス
12.7

不動産
9.6

資本財・サービス
4.0

⽣活必需品
1.6

⾦融
0.7
ヘルスケア
0.3
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消費インフラ
企業
54.8

消費サービス
企業
45.2
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※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。
※上記の個別銘柄はあくまでも⼀例であり、当ファンドへの組⼊れを⽰唆・保証するものではありません。また、掲載した個別銘柄の売買を推奨す
るものではありません。

※主な投資リスクと費⽤、お申込みメモ、ファンドの費⽤、当資料のお取り扱いについてのご注意、収益分配⾦に関する留意事項等は、該当ページ
をご覧ください。

※⽐率は組⼊株式評価額に対する割合です。
※国・地域は本社所在国を⽰しています。
※業種はGICSによるものです。

消費サービス企業組⼊上位5銘柄

消費インフラ企業組⼊上位5銘柄

組⼊銘柄数18銘柄

組⼊銘柄数27銘柄

順位 銘柄 国・地域 業種 ⽐率（%) 銘柄概要

1 アリババ・グルー
プ・ホールディング 中国 ⼀般消費財・

サービス 6.7
中国最⼤のｅコマースプラットフォーム
運 営 会 社 。 中 国 最 ⼤ の 取 引 ⾼ の
「TMALL.COM」をはじめとする複数の
プラットフォームを提供。

2 アマゾン・ドット・
コム ⽶国 ⼀般消費財・

サービス 6.7
⽶国のオンライン⼩売業者。電⼦書籍や
2017年には⾼級スーパーのホールフーズ
買収など新規事業領域へも積極的に進出。

3
騰訊控股［テンセン
ト・ホールディング

ス］
中国

コミュニケー
ション・サー

ビス
4.9

中国最⼤のインターネット複合サービス
会社。収益の柱であるゲーム事業や
「WeChat」、「Tenpay」といったサー
ビスを提供。

4 メルカドリブレ アルゼンチン ⼀般消費財・
サービス 3.3 アルゼンチンのオンライン⼩売業者。南

⽶地域最⼤のeコマース事業者。

5 エッツィ ⽶国 ⼀般消費財・
サービス 3.3 ⽶国のオンライン⼩売業者。⼿芸やビン

テージ、独⾃製品を取り扱っている。

順位 銘柄 国・地域 業種 ⽐率（%) 銘柄概要

1 マスターカード ⽶国 情報技術 7.0
⽶国のクレジットカード会社。オンライ
ン決済への移⾏加速を背景に恩恵を受け
ることが⾒込まれる銘柄。

2 ビザ ⽶国 情報技術 6.8
⽶国のクレジットカード会社。オンライ
ン決済においても「主要プレーヤー」と
なることを戦略の1つに掲げる銘柄として
注⽬。

3 プロロジス ⽶国 不動産 6.8
⽶国の不動産会社。⽶国を中⼼にグロー
バルに物流施設をはじめとする産業⽤不
動産ポートフォリオを保有。

4 トゥイリオ ⽶国 情報技術 5.6
⽶国のクラウド通信企業。ソフトウェア
の開発者に対してクラウド上で通信機能
を追加できるAPI＊を提供。

5 ゼンデスク ⽶国 情報技術 5.1
企業と顧客のコミュニケーションを⼀元
管理するカスタマーサポート向けのプ
ラットフォームの提供。

6

＊アプリケーション プログラミング インターフェース。
ソフトウェアの機能の⼀部を公開し、他の⼈でも利⽤出来るようにしたもの。
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※主な投資リスクと費⽤、お申込みメモ、ファンドの費⽤、当資料のお取り扱いについてのご注意、収益分配⾦に関する留意事項等は、該当ページ
をご覧ください。

当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
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※主な投資リスクと費⽤、お申込みメモ、ファンドの費⽤、当資料のお取り扱いについてのご注意、収益分配⾦に関する留意事項等は、該当ページ
をご覧ください。

8

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。

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)

ファンドの日々の純資産総額に対して以下の料率を乗じて得た額

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。
※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。

換金手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

運用管理費用

（信託報酬）

●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

※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。

ファンドの純資産総額 500億円以下の部分 500億円超の部分

信託報酬
税込（税抜）

年率1.76％
 （税抜1.60％）

年率1.43％
（税抜1.30％）
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※主な投資リスクと費⽤、お申込みメモ、ファンドの費⽤、当資料のお取り扱いについてのご注意、収益分配⾦に関する留意事項等は、該当ページ
をご覧ください。

【指数の著作権について】
世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poorʼs Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCI
およびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使⽤が許諾されたものです。
MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれら
の使⽤から得られる結果）に関し、明⽰黙⽰を問わず、⼀切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その
新規性、正確性、完全性、商品性および特定⽬的への適合性についての⼀切の保証を、ここに明⽰的に排除します。上記のいずれをも制限
することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場
合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派⽣的損害その他⼀切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知さ
れていた場合であっても、⼀切の責任を負うものではありません。

のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

9
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※主な投資リスクと費⽤、お申込みメモ、ファンドの費⽤、当資料のお取り扱いについてのご注意、収益分配⾦に関する留意事項等は、該当ページ
をご覧ください。

190918JS313572ファンド通信

10

年 月 基準

販売会社一覧（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。

●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）

2019年4月10日現在

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

株式会社イオン銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社富山銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第10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 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○

株式会社福島銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社大正銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第19号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社徳島銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第10号 ○

株式会社香川銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第6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 ○ ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○

島大証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第6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 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114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 ○

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 ○ ○ ○ ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第128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 ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20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 ○

ＦＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者　福岡財務支局長（金商）第5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 ○

2019年10⽉3⽇時点

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

株式会社イオン銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社富山銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第10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 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○

株式会社福島銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社大正銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第19号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社徳島銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第10号 ○

株式会社香川銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第6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 ○ ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53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 ○ ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○

島大証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第6号 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114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 ○

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 ○ ○ ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第128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 ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20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 ○

ＦＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者　福岡財務支局長（金商）第5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 ○

第四北越証券株式会社




