第 17 号
2009 年 9 月 10 日作成

■ 8 月の投資環境と基準価額の動き
8 月の株式市場は、世界的におおむね上昇基調となりま
した。特に欧州と米国では、景気底打ちを示す経済指標が

浪花おふくろファンド （ 愛称：おふくろファンド）
＜ファンド概況＞
基準価額 （1万口当たり）
純資産総額
指定投資信託（組入れファンド）

増えてきたことを背景に、堅調な上昇が続きました。
後、ここまでの反発が大幅だったこともあって、やや伸び悩
む市場が増えています。中でも、昨年秋にいち早く底打ちし
た中国の株式市場は、景気刺激政策が今後転換されるの
ではないかとの憶測が広がったことから、大きく反落しまし

8,699円
328,753,859円
4本
2008年4月8日
無期限
毎年3月3日

設定日
信託期間
決算日

新興国では、昨年後半から今年初めにかけて底打ちした

基準日：200 9/8/3 1

＜資産構成比率＞
指定投資信託
短期金融資産（コール等）

78.00%
22.00%
（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞
1ヵ月
3ヵ月
3.96%
9.40%

6ヵ月
35.07%

1年
-8.40%

設定来
-13.01%

（小数点第3位切り捨て）

た。
中国の景気拡大は、現在、日本経済への追い風となって
いるだけに、中国株の調整は日本株の投資家に対しても心
理面でマイナスの影響を与えた模様です。
また、日本では衆議院議員選挙が行われましたが、民主
党の圧勝、自由民主党の歴史的敗北で終わりました。この
結果は事前にかなり正確に予想されていました。しかし、新
政権による政策にはまだ不透明な点があるとして、8 月の株

＜組入れファンドの内訳＞
ファンド名
TMA長期投資
さわかみ
ALAMCOハリス グローバル
コムジェスト・エマージング

（基準価額は8/28付け。騰落率は7/30との比較）

基準価額
7,767円
12,868円
6,356円
8,511円

月間騰落率
4.32%
5.17%
8.81%
2.97%

組入れ比率
25.58%
19.42%
16.93%
16.04%

（小数点第3位切り捨て）

＜基準価額の推移（円）＞
11,000
10,000

式市場への影響は個別銘柄のレベルにとどまり、市場全体
9,000

を大きく動かすには至りませんでした。
以上のように、世界の株式市場は総じて言えば堅調に推

8,000

移し、組み入れている 4 本のファンドがいずれも市場の動き

7,000

を上回る好調さを示したことから、おふくろファンドの基準価

6,000
08/4/8

額は 7 月末に比べて 3.96%上昇しました。

08/8/12

08/12/17

09/4/27

09/8/31

組入れファンドの中では、ALAMCO ハリス グローバルバリ
ュー株ファンドが特に好調で、上昇率は参考指標（円換算）を 3%ポイント近く上回りました。なお、8 月には、同ファンドを運用
するハリス・アソシエイツ社のファンド・マネージャーから話を聞く機会がありました。その内容について、本レポートの 3 ページ
目で触れていますのでご参照ください。

■ 運用の状況
8 月は当初より、「まだまだ上昇する可能性はあるものの、世界的な回復相場も半年となり、ピッチも鈍化する可能性が高
い」、「どこかで休憩も必要で、その時にこそ投資を進めたい」と考えていました。確かに一服する場面はありましたが、それほ
ど大きな調整とはならなかったため、買い付けは見送っています。ファンドの組入れ比率（投資先のファンドが資産全体に占
める割合）は、7 月末とほぼ同水準の 78.00%としております。
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■ 当面の投資環境見通し
昨年後半から今年 3 月にかけて世界の多くの市場で株価は
底を打ち、ほぼ一本調子で反発してきました。9 月初めに開催
された G20 財務相・中央銀行総裁会議も、世界経済の改善と
金融市場の安定化に触れています。ただし、先行きについては
慎重な見通しを変えませんでした。
こうした慎重姿勢は歓迎すべきものと考えています。足元の
回復に慢心して楽観論が広がり過ぎることの方が心配です。幸
い、世界の主要国は、景気回復が確実になるまで金融・財政
両面でテコ入れを続ける方針です。警戒感があるからこそ景気
の持続的拡大が可能になる面もあるのです。
株式市場では、このところ投資家の間に慎重な気分が広が
っています。もういいところに来てしまった、という感覚です。し
かし、これも良いことでしょう。慎重な見通しから現金を持ち続
けている投資家が多いとも伝えられています。事実なら、今後
の買い余力は温存されていることになります。
日本では、衆院選の歴史的とも言える結果に対し、消化不
良の状態が続いているように見えます。民主党の政策が不透
明だと懸念する向きは非常に多く、その不透明感は株価にマイ
ナスとなっていると思われます。しかし、時間が経てばいろいろ
なことが明らかとなり、株価も反応していくことでしょう。
世界の株式市場の一部では、確かに割高感が高まっている
ようです。そうした市場には、すでに期待と資金が世界から集ま
り過ぎており、株価は上がった後かも知れません。しかし他方
で、割安な市場、割安な株もたくさんあると見ています。こちら
の市場や銘柄は、株式全般が売られる局面があったとしても、
比較的安定した推移を示す可能性があります。そして景気と
企業業績が本格的な回復期に入れば、上で触れたような警
戒感や慎重さも後退し、株価は今より高いところに上がってしま
っているだろう、と予想しています。

■今後の運用方針
警戒感と慎重姿勢が濃い現在の株式市場は、投資するに
はいい状況と考えており、着実に買い付けを進めていく方針で
す。ただし今後は、世界経済の動向に加えて、個別の市場や
企業の株価の割安度合いの違い、回復力の差などが一層重
要な要素になっていくと思います。組入れファンドの動向に引き
続き注目していきます。
久保田 徹郎

TMA長期投資ファンド 09/8/31
銘柄名
国
業種
1 信越化学工業
日本
基礎素材
2 キーエンス
日本
産業用エレ
3 NESTLE SA-REGISTERED
スイス
食品・飲料
4 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
ｱﾒﾘｶ
保険
5 花王
日本
家庭用品
医薬品・ﾍﾙｽ
6 テルモ
日本
7 トヨタ自動車
日本
自動車
医薬品・ﾊﾞｲｵ
8 JOHNSON & JOHNSON
ｱﾒﾘｶ
9 BARRICK GOLD CORP
カナダ
素材
10 PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR
ｱﾒﾘｶ
エネルギー

比率(%)
3.9
3.7
3.5
3.5
3.3
3.2
2.8
2.6
2.5
2.3

さわかみファンド 09/8/31
国
業種
1 商船三井
日本
海運業
2 花王
日本
化学
3 ブリヂストン
日本
ゴム製品
4 コマツ
日本
機械
5 パナソニック
日本
電気機器
6 SUMCO
日本
金属製品
7 トヨタ自動車
日本
輸送用機器
8 信越化学工業
日本
化学
9 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
日本
小売業
10 デンソー
日本
輸送用機器

比率(%)
3.93
3.11
3.03
2.75
2.70
2.49
2.33
2.18
2.01
1.84

銘柄名

ALAMCOﾊﾘｽ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 09/8/31
銘柄名
国
業種
比率(%)
1 INTEL CORP
ｱﾒﾘｶ
半導体
6.9
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・機器
2 HEWLETT PACKARD CO
ｱﾒﾘｶ
4.2
3 JULIUS BAER HOLDING AG-REG
スイス
各種金融
4.2
4 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
スイス 耐久消費財・ｱﾊﾟﾚﾙ
4.0
5 FRANKLIN RESOURCES INC
ｱﾒﾘｶ
各種金融
4.0
6 CATERPILLAR INC
ｱﾒﾘｶ
資本財
3.9
7 UBS AG-REG
スイス
各種金融
3.5
8 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
ｱﾒﾘｶ
各種金融
3.4
消費者サービス
9 CARNIVAL CORP
ｱﾒﾘｶ
3.4
10 ALLIANZ SE
ドイツ
3.1
保険
ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼﾞｪｽﾄ・ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ・ﾌｧﾝﾄﾞSA 09/8/31
銘柄名
国
業種
比率(%)
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR
台湾
情報技術
5.3
2 MTN GROUP LTD
南ｱﾌﾘｶ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ
4.1
3 JBS SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
生活必需品
4.1
4 MOBILE TELESYSTEMS
ロシア 電気通信ｻｰﾋﾞｽ
3.3
素材
5 ANGLOGOLD ASHANTI LTD
南ｱﾌﾘｶ
3.2
6 GAFISA SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ
3.1
7 EMPRESAS COPEC SA
チリ
資本財・ｻｰﾋﾞｽ
2.9
8 GOLD FIELDS LTD
南ｱﾌﾘｶ
素材
2.9
9 GRUPO TELEV-ADR
ﾒｷｼｺ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ
2.9
10 COCA-COLA ICECEK URETIM
トルコ
生活必需品
2.9
※『業種』の分類は各運用会社によって異なります。
※さわかみファンド以外のファンドは、マザーファンドにおける組入比率です。
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■ファンド・マネージャー 久保田徹郎からのメッセージ■
先月は 2 度、東京に出張し、組入れファンドの担当者とディスカッションをしてきました。また、月次のレポートにも目を引くも
のがありました。多くの収穫があった 8 月ですが、今回はその中から二つだけご紹介したいと思います。

◆ コムジェスト…「顧客に損をさせるな」 「陶酔状態の市場には、ついていけない可能性がある」
まずは少し古い話からです。もう 1 年半も前になりますが、私がパリにコムジェスト社を訪ね、新興国市場
の運用責任者である Vincent Strauss（ヴァンサン・ストラウス）氏と面談した時のことです。ストラウス氏は、
米国の有名な投資家であるウォレン・バフェット氏の言う「二つの原則」を引用したうえで、「コムジェストもま
ったく同じ考えだ」とおっしゃいました。その二つの原則とは…
第 1 の原則 ： 顧客に損をさせるな
第 2 の原則 ： 第 1 の原則を忘れるな
そして今年 8 月上旬。コムジェストのホームページには、新興国市場が過大な水準まで上がりかねないと警告した一節に
加えて、このまま上昇が続いたらファンドは市場に幾分かは負けるかもしれない、という内容を含むレポートが掲載されました。
投資家はファンド購入を躊躇するかも知れず、同社にとってあまり得にならないコメントです。
ただこれは、過熱気味の市場に追随することよりも、市況の悪化局面で「顧客に損させない」ことを目指すという、いかにも
同社らしいメッセージでもあります。市況がどうあれ成長企業の株を安い時に買うという投資姿勢を貫き、同時に、その結果
として時には市場に負けることもあると正直に伝える―。こうした誠実な姿勢に深く感銘を受けるとともに、同社が長期的に優
れた運用成果を上げている大きな理由の一つは、この一貫性にあると改めて感じました。

◆ ハリス…「組入れ銘柄は依然として大幅な割安状態にある」
これは、朝日ライフ アセットマネジメントの主催で行われたセミナーで、ハリス・アソシエイツ社のファンド・
マネージャー、Robert Taylor（ロバート・テイラー）氏が語った言葉です。ハリスは、ALAMCO ハリス グロー
バル バリュー株ファンド 2007 の運用を行っているシカゴの会社です。
テイラー氏によれば、今年 3 月に保有株は企業価値に対して 35%の水準まで売られた（つまり 65%も割
安だった）そうです。その後株価は持ち直したものの、依然として 5 割という大幅な割安状態にあるとのことでした。
同社は、①成長する企業を、②割安な時に（まだ下がる可能性があっても）買い、適正水準まで買われたら（まだ上がるか
もしれないと思っても）売る、という運用を貫き、優れた成果を上げてきました。セミナー終了後に直接お尋ねしたところ、現
在の割安度は、IT バブル崩壊時をさらに上回っているとのこと。ちなみに、2000 年をピークとする IT バブルの際には、IT(情
報技術）の将来性に強い期待が集まったため、社名にドットコム（.com）と付くだけで、実態を無視して株価が大きく上がるほど
でした。同社はこうした企業には目もくれず、IT 相場の陰に隠れて実態をはるかに下回る水準に放置されていた企業に投資
を続けました。その後バブルは崩壊。大幅な下落相場の中で、同社の保有株は逆に値上がりしたのでした。そして現在、保
有株は当時以上に割安だということですから、今後に期待できそうです。
やや余談ですが、現在のところ新興国株を保有していない理由として、テイラー氏は、新興国株がかなり値上がりした結果、
割安銘柄が先進国より相対的に少ない点を指摘していました。コムジェストのレポートと、本拠地も人も違うというのに期せず
して内容が一致しており、不思議な気もします。しかし、利益成長が期待できる企業を株価が割安な時に買うという投資を一
貫して行ってきた両者ですから、同じ結論に至るのはむしろ当然のことかもしれません。

◆ 運用報告会を開催します
浪花おふくろ投信は、家計に身近で信頼される運用会社を目指し、これから定期的に運用報告会を開
催していきたいと考えています。第 1 回は 10 月 26 日の予定です。当社ホームページのトップ「セミナーの
ごあんない」から入り、【9 月・10 月】のセミナーご案内（日程表）をご参照ください。投資家の皆様のご参加
をお待ちしております。
久保田 徹郎
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■浪花おふくろより心をこめて■
◆ 「大阪の水はまずい！…だなんて、言わせない！！！」と、大阪市水道局が
’07.3.30 から売り出したのが、写真にある「ほんまや」
（「高度浄水処理水」
を加熱殺菌してペットボトル（500ml）につめたもの）です。大阪市水道局は、
世界で初めて組織全体として食品安全管理の国際規格 ISO 22000 を認証取得し
ており、水道局が持つ設備管理ノウハウと企業の技術を組み合わせて安全で安
定的な水を求める世界の地域に貢献したいとのことで、海外展開の第 1 弾とし
て関西経済連合会と連携し、水質悪化や水不足が深刻化しているホーチミン市
の国営水道会社に浄化技術や漏水を防ぐ設備補修ノウハウを提供するそうです。
◆ 国が定める水質基準を高いレベルでクリアした磨きに磨いたお水は、まろや
かです。
「百聞は一飲にしかず（！？）
」皆さまもぜひ、どうぞ！です。
定価は 100 円ですが、1 本につき 2 円は、大阪市文化集客振興基金に寄付され
品名：ボトルドウォーター
て、文化の香り高い、来て、見て、楽しいまちづくりに活用されるとのこと。
原材料名：高度浄水処理水 内容量：500ml
希望小売価格：100 円（税込）
これも、いいですねぇ〜！！（販売店などは大阪市水道局 HP をご参照下さい。
（上記は、水都大阪 2009 バージョン）
市役所関連施設・地下鉄売店などで購入できます。
）
代表取締役 石津史子
夏休みを利用してベトナムに行ってきました。ベトナム戦争後３０数年がたち、ホーチミン、ダナンといった
都市は、人の活気であふれていました。わたしが一番驚いたことは、道路にはバイクがあふれ、２人乗りのカッ
プルや、子供づれの３人乗りの人達が勢いよく走っている姿でした。ガイドさんにきくと、月給が平均日本円で
２万円から３万円ぐらいで、バイクは中国製で５，６万円、高級品はホンダ製で１０万円以上するということで
した。各家庭にはほぼ１台ずつあり、都心ではホンダが売れているという話でした。まだまだ車は高級品で、個
人所有は少ないようです。
ベトナム人の朝は早く、夜も若い人たちは外に出てエネルギッシュに活動しています。かつて日本がそうだっ
たように、働けば働くほど豊かな暮らしを手に入れることができるという希望は、人々の生きる大きな原動力に
なっているようです。
ひるがえって日本は、不況だといいながら、本当に豊かであると外国にいると実感します。
日本の豊かさに感謝し、その原動力となった日本企業のグローバル化を再確認した旅行でした。
代表取締役 中井朱美

【０９．９．８現在】

総口座数５３９（内法人４）

定期定額契約数３３８（６２．７％）

＜都道府県別（上位 5 位）顧客比率＞

京都府
5%

その他
24%

＜世代別・男女人数：男 52.5%、女 47.5%＞
人
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大阪府
42%

奈良県
6%
東京都
9%

兵庫県
14%

男
女
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■NOAM スタッフの「胸にキュン!」■
(※NOAM…Naniwa Ofukuro Asset Management の略です)
◆「思い出さずに 忘れずに」
残暑が続いていますが、もうすぐ秋の彼岸ですね。暑さももう少しという事でしょう。お盆お彼岸だと言
うと、ついこの言葉が出てくるのですが、今、自分が在るのは、多くの大切な人のお蔭、それを忘れてはい
ませんよね…と。
髙井 一彦
4/6
◆「選挙の時、投票所に一番乗りすれば、投票箱の中を見せてもらえる！？」
先月末の選挙で体験してきました。聞いていた通り投票箱の中（もちろん中はカラです）
を確認。自分にとっても今までとは違った選挙となりました。「百聞は一見にしかず」と
は、誰が言い出したのでしょう？聞くのと見る（体験する）のとは、やっぱり違いますね。
投資だけでなく何にでもいえることですが、聞いているだけよりも実際にやってみるほうが、なるほど！
感を得ることができ、理解もしやすくなります。もしかしたら、ことによっては何かのキッカケになること
だってあるかもしれません。些細なことからでしたが、大切なことを改めて実感することができました。
久保田 裕樹
◆ 大学院生の頃、私は研究室の先輩に「（学問をするうえでは）特定の分野ばかりに関心を持つのでは
なく、幅広い分野に関心を持て。そうでないと視野が狭くなって自由な発想ができなくなる。」とよく言わ
れました。という訳で、研究室では、メンバーと実に様々な分野の議論をしました。専攻分野でないこと
も調べてきて、発表をすることもありました。そのおかげで、
「興味を持つ」ことの大切さがわかりました。
今では、金融市場で何が起きているんだろうと興味を持つと少しずつでも調べてみることが習慣になりまし
た。
9 月末に研究室の同窓会があり、その先輩やメンバーと再会できます。今度はどんな
議論をして、刺激を受けることができるのか、今からとても楽しみです。
井上 幹雄

◆先日、家族旅行で岐阜と富山に行きました。岐阜では白川郷、高山城跡を、富山ではトロッコ電車に乗っ
て黒部峡谷を観光してきました。自然ってすごい！歴史ってすごい！人間ってすごい！と心の底から感じま
した。
いい景色を見て、うっとりした後はお食事です。
１日目は岐阜のホテルで飛騨牛を堪能しました。
そして、
２日目に富山のホテルで鉄板焼きを頂いていた時のことです。お肉がとても美味しくて、「美味しいな〜、
美味しいな〜」と家族みんなで言い合っていると、仲居さんが「飛騨牛じゃなくて富山産の牛なんですよ」
と教えてくれました。私が「そんなの関係なく美味しいです！」と言うと、仲居さんから「たまにね、うま
いと絶賛していたのに富山産だと言うとお箸を置かれる方がいらっしゃるんです…」と意外な答えが返って
きました。 自分が美味しいと思うのならブランドなんて関係ないのに、とすごく不思議でした。さっき
まで美味しかったのに、飛騨牛じゃないと分かったら味がいきなり落ちるのでしょうか？
そんなことあるわけないですよね。自分が美味しいと思ったなら、それでいいはずです。美味
しいものを食べて素直に美味しいと言えることはとても幸せで嬉しいことだと私は思います。
これからも美味しいものをたくさん食べたいです。
増田 希望
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■9 月中旬から 10 月中旬の勉強会・セミナーのご案内■
【お申込み・お問い合わせ】
開催日時

電話 06-4790-6200

開催場所

内

【参加費】無料
容 （ ）内は担当者

9 月 12 日(土)
13:30〜16:30

和歌山市民会館 定員 36 名
第 2 練習室 TEL:073-432-1212

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部 Part2』
（石津＆久保田徹郎）
〜長期投資と投資信託/投資信託の種類/目論見書のみかた等〜
【会場】南海和歌山市駅より南西 (正面出口を出て右) へ徒歩 5 分

9 月 16 日（水）
18:30〜20:00

大阪市中央公会堂 定員 18 名
大阪市北区中之島 第 3 会議室

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部 Part2』
（石津＆久保田徹郎）
〜長期投資と投資信託/投資信託の種類/目論見書のみかた等〜

9 月 18 日（金）
18:30〜20:00

難波市民学習センター定員 16 名
JR 難波 OCAT4F 第 1 会議室

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部』
（石津）
〜なぜ貯蓄から投資なの？/投資とは？/投資信託のしくみ等〜

9 月 24 日（木）
10:15〜11:45

総合生涯学習センター 定員 27 名
大阪駅前第 2 ビル 5F 第 6 研修室

今からめざそう！ハッピーリタイアメント（石津）
ライフプランとハッピーリタイアメント＆年金のお話

9 月 25 日（金）
10:15〜11:45

大阪市中央公会堂 定員 18 名
大阪市北区中之島 第 1 会議室

ライフプランセミナー （中井）
〜住宅ローン・保険等を見直して余剰を運用へ〜

9 月 25 日（金）
13:00〜14:00

和歌山市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 定員 30 名
活動室 5 TEL:073-402-2678

今からめざそう！ハッピーリタイアメント（石津）
ライフプランとハッピーリタイアメント＆年金のお話

9 月 26 日（土）
13:30〜16:30
（開場は 13:00〜）

大阪市中央公会堂 定員 90 名
大阪市北区中之島 小集会室
南面西出入口から館内に入り、事務室
の隣にある 4 号エレベーターで 3 階へ

なにわで咲かそう！長期投資の輪！！vol.23
さわかみ投信 澤上篤人氏・東京海上ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 平山賢一氏
日本コムジェスト 山本和史氏
＆当社スタッフ

9 月 29 日（火）
18:30〜20:00

総合生涯学習センター 定員 27 名
大阪駅前第 2 ビル 5F 第 6 研修室

投資信託初心者対象 （久保田徹郎）
ファンド・マネージャーから学ぶ「投資の基礎」

10 月 1 日（木）
10:15〜11:45

総合生涯学習センター 定員 18 名
大阪駅前第 2 ビル 5F 第 4 会議室

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部』
（石津）
〜なぜ貯蓄から投資なの？/投資とは？/投資信託のしくみ等〜

10 月 3 日（土）
18:30〜20:30

難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波 OCAT4F 第 3 会議室

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部 Part2』
（石津＆久保田徹郎）
〜長期投資と投資信託/投資信託の種類/目論見書のみかた等〜

10 月 5 日（月）
10:15〜11:45

難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波 OCAT4F 第 4 会議室

投資信託初心者対象 （久保田徹郎）
ファンド・マネージャーから学ぶ「投資の基礎」

10 月 6 日（火）
10:15〜11:45

大阪市中央公会堂 定員 18 名
大阪市北区中之島 第 3 会議室

10 月 8 日（木）
18:30〜20:00

大阪市中央公会堂 定員 18 名
大阪市北区中之島 第 2 会議室

今からめざそう！ハッピーリタイアメント（石津）
ライフプランとハッピーリタイアメント＆年金のお話

10 月 10 日（土）
13:30〜16:00

国際障害者交流ｾﾝﾀｰ（ﾋﾞｯｸﾞｱｲ）
研修室 5 定員 27 名
TEL:072-290-0900

投資信託初心者のための『ひよこ倶楽部 Part2』
（石津＆久保田徹郎）
〜長期投資と投資信託/投資信託の種類/目論見書のみかた等〜
【会場】堺市南区茶山台 1-8-1 泉北高速鉄道「泉ｹ丘」徒歩 5 分

ライフプランセミナー （中井）
〜生活を見直し、目的を定めて余剰を運用へ〜

※上記勉強会・セミナーでは、浪花おふくろ投信株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。
上記セミナーは、出前も行っております
お気軽にお問い合わせください
０６−４７９０−６２００
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