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■ 4 月の投資環境と基準価額の動き
4 月の世界の株式市場は、前半は比較的堅調でしたが、
後半に押し戻される展開となりました。

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）

期の業績発表では、市場の事前予想を上回る良好な内容
が相次ぎました。
しかし、月の半ばに米国大手銀行ゴールドマン・サックス
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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

前半の上昇は、米国の景気・企業業績の改善が主因で
した。米国では雇用の回復が確実さを増したほか、1-3 月

基準日： 2010 /4/ 30

＜資産構成比率＞
指定投資信託
短期金融資産（コール等）

87.24%
12.76%
（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞
1ヵ月
3ヵ月
0.35%
7.33%

6ヵ月
10.54%

1年
29.27%

（小数点第3位切り捨て）

が提訴され、市場の雰囲気が悪化に転じました。さらに、欧
州では、ギリシャの財政赤字の上方修正や、格付け機関に
よるギリシャとポルトガルの国債格下げ発表などにより、政府
が抱える巨額の債務を巡る懸念が再び高まりました。他方、
アジアや南米新興国では利上げなど金融引き締めが相次
ぎ、株価は全般に鈍い動きとなりました。
日本株は、月の前半は比較的堅調でしたが、後半は海
外株価やユーロの下落などを嫌気して、調整色の濃い動き
にとどまりました。
外国為替市場では、欧州諸国の債務問題を背景に、資
金が欧州から米国や日本に移動した結果、ユーロが若干
下落する一方、ドルは比較的堅調でした。

設定来
-6.17%

＜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：4/28付け。騰落率：3/30と比較）

基準価額
8,369円
13,643円
7,313円
9,570円

月間騰落率
-1.52%
-0.38%
2.69%
1.68%

組入比率
23.01%
22.97%
22.35%
18.89%

（小数点第3位切り捨て）

＜基準価額の推移（円）＞
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組入れファンドの騰落状況ですが、日本株投資の比重

08/4/8

08/10/10

09/4/21

09/10/27

10/4/30

が高い TMA 長期投資ファンド と 日本株のみの さわかみ
ファンド が小幅マイナスとなる一方、海外ファンド 2 本はプラスと、明暗がやや分かれました。
※ 次頁の右欄に掲げた組入れ上位 10 銘柄のうち、コムジェスト・エマージングの第 7 位「BUNGE LTD」の国名が「アメリカ」となっ
ております。この企業は米国籍ですが、当ファンドを運用するコムジェスト社は、事業活動の中心が南米新興国である点を考慮
し、組み入れを行っています。

おふくろファンドの基準価額は、4 月 27 日に 9,606 円の高値をつけました。しかし、4 月 30 日に海外株価とユーロの下
落を受けて大きく値下がりしたことから、月間では 3 月末に比べて 0.35%の小幅な上昇にとどまりました。

■ 運用の状況
4 月は、お客様のご購入額合計とほぼ同額を買い付けました。4 月末時点の組入
比率は、3 月末とほぼ同水準の 87.24%となっています。

←携帯でも基準価額が
ご覧いただけます♪

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの
です。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろ
ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および約款・規程集、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧ください。
投資については、ご自身でご判断ください。
クローバー・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第２４２号 社団法人投資信託協会会員
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■ 当面の投資環境見通し
5 月に入り、世界の株式市場は急落に見舞われました。底
流には、ギリシャの債務問題がなかなか解決せず、スペイン、
ポルトガルなどに問題が広がるのではないかとの不安がありまし
た。そこに株取引に絡む技術的な問題が発生して米国株式市
場が急落し、混乱に拍車がかかりました。
株価急落だけでなく、銀行間の資金融通にも目詰まりが起こ
る兆しが見えるなど、金融市場が混乱したため、欧州連合
（EU）加盟国は、財政赤字で苦境にある国に対して資金を供
給する策を発表しました。これまでの対策に比べて金額が際立
って大きかったことも効き、株価は急反発し、売り込まれていた
ユーロも一時、急速に戻しました。
上記の対策には EU 加盟各国の議会承認が必要となります
が、これによってギリシャなどが債務不履行に陥るという最悪の
事態は当面回避される見通しとなりました。ただし、根本問題
である債務残高が減るかどうかは不透明です。ギリシャのデモ
に見られるとおり、財政赤字削減策は、国民から見れば所得の
減少や増税を意味しますから、抵抗も強いと予想されます。他
方、赤字削減策が実施されたとして、引締めが過ぎれば景気
が後退し、税収減となって赤字がかえって増えるリスクもありま
す。今後の経済運営はかなり難しいものとなりそうです。
市場の関心は長期的な問題解決の実現性に向いており、
株価も翌日には早くも反落するなど、見通しはまだはっきりして
いません。今後も注視が必要と思われます。

■ 運用方針について
運用成績の向上を目指し、資産配分の決め方を改良しまし
た。また、今後は長期、中期に分けて、資産配分の目安を掲
載します。なお、実際の数字は値動きなどによって変わります。
◆長期的な基本水準として、地域別実質組入比率（※）の合
計を 80%程度とし、地域別には以下のとおりとします。
内訳…日本：30%、米欧：25%、新興国：25%
◆上記の基本水準に景気循環局面の判断結果を加減しま
す。当面、実質組入比率を合計 90%前後に高めます。
内訳…日本：37%、米欧：31%、新興国：22%
◆ファンドの特性などを加味したうえで、ファンド別目標比率を
決めます。当面、組入比率目標は合計 95%前後とします。
内訳…TMA：24%、さわかみ：23%、
ALAMCO：26%、コムジェスト：22%
※実質組入比率：組入れファンドの現金部分を除いた比率。
当ファンドは、運用に当たり株式の長期的な値上がりによる
高いリターンを目指しますので、組入比率は高めとするのが基
本です。しかし近年、株価は極めて大きく上下動しています。ま
た、地域ごとの推移も大きく異なっています。こうした点を考慮
し、地域や景気局面に応じてメリハリのある調整を行います。
当面は、組入比率を現行の 85%程度から 95%前後まで高め
ていく方針です。
久保田 徹郎

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6200
Fax:06(4790)6203

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞
TMA長期投資ファンド 10/4/30
銘柄名
国
業種
1 キーエンス
日本
産業用エレ
2 BARRICK GOLD CORP
カナダ
素材
3 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
ｱﾒﾘｶ
保険
4 信越化学工業
日本
基礎素材
医薬品・ﾍﾙｽ
5 テルモ
日本
6 セブン銀行
日本
銀行
7 花王
日本
家庭用品
8 デンソー
日本
自動車
機械
9 シマノ
日本
10 NESTLE SA-REGISTERED
スイス
食品・飲料

比率(%)
3.5
3.5
3.4
3.2
3.0
2.9
2.9
2.6
2.5
2.5

さわかみファンド 10/4/30
国
業種
1 商船三井
日本
海運業
2 リコー
日本
電気機器
3 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
日本
小売業
4 パナソニック
日本
電気機器
5 全日本空輸
日本
空運業
6 トヨタ自動車
日本
輸送用機器
7 花王
日本
化学
8 三菱重工業
日本
機械
9 ブリヂストン
日本
ゴム製品
10 SUMCO
日本
金属製品

比率(%)
4.22
3.80
3.36
3.23
3.11
3.07
2.74
2.73
2.53
2.48

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 10/4/30
銘柄名
国
業種
比率(%)
半導体・同製造装置
1 INTEL CORP
ｱﾒﾘｶ
6.5
消費者サービス
2 CARNIVAL CORP
ｱﾒﾘｶ
4.1
3 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
ｱﾒﾘｶ
各種金融
3.7
4 JULIUS BAER GROUP LTD
スイス
各種金融
3.6
半導体・同製造装置
5 APPLIED MATERIALS
ｱﾒﾘｶ
3.5
6 FRANKLIN RESOURCES INC
ｱﾒﾘｶ
各種金融
3.4
保険
7 ALLIANZ SE
ドイツ
3.2
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・機器
8 HEWLETT PACKARD CO
ｱﾒﾘｶ
3.2
9 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
スイス 耐久消費財・ｱﾊﾟﾚﾙ
3.1
10 SAP AG
ドイツ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
3.1
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 10/4/30
銘柄名
国
業種
比率(%)
1 MTN GROUP LTD
南ｱﾌﾘｶ
4.7
電気通信ｻｰﾋﾞｽ
生活必需品
2 JBS SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
4.4
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR
台湾
情報技術
4.0
4 GOLD FIELDS LTD
南ｱﾌﾘｶ
素材
3.5
電気通信ｻｰﾋﾞｽ
5 CHINA MOBILE LTD
中国
3.5
素材
6 ANGLOGOLD ASHANTI LTD
南ｱﾌﾘｶ
3.2
生活必需品
7 BUNGE LTD
アメリカ
3.1
8 HTC CORP
台湾
情報技術
3.1
一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ
9 GRUPO TELEVISA-ADR
ﾒｷｼｺ
3.0
10 MOBILE TELESYSTEMS-ADR
ロシア
電気通信ｻｰﾋﾞｽ
3.0
※『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■
4 月の終わりから 5 月の（日本の）連休明けにかけて世界の株式市場や為替市場が大きく揺れた根底には、ユーロとい
う単一通貨制度が抱えている問題や、リーマン・ショックに対する危機打開策がもたらした問題などがからんでいます。解
決は容易ではないでしょう。ただ、投資家の目はマイナス面に向かい過ぎているようにも感じます。以下のように、プラス面
も決して少なくありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■通貨の値下がりで恩恵を受ける欧州企業
政府債務問題では、欧州全体がビンチに陥ったかのように見えがちです。しかし、欧州には世界的に見ても強い企業が
たくさんあります。そうした企業にとって、域内の経済的困難は確かにマイナスですが、ユーロなど欧州通貨の大幅な下落
はプラス材料でもあります。国際競争力が高まって海外部門の採算が上がれば、域内の業績の落ち込みをある程度補う
ことができるでしょう。
■再生する国もあるはず
巨額の赤字で困難に直面しているいくつかの国にしても、この状況が永久に続くというわけではないと考えられます。13
年前にはアジアで通貨危機が発生し、多くの国が困難に直面しました。しかし今やそのアジアが、世界経済牽引の重要な
一翼を担うまでになっています。たとえば韓国も大変な危機に陥りましたが、その危機がバネとなって、かえって力をつけま
した。10 年先を考えれば、欧州からも危機を乗り越える国が相次いでいるのかも知れません。
■金融引き締め転換は、「転ばぬ先の杖」
新興国における金融引き締めは、当面の株価には確かにマイナス要因です。しかし、景気過熱の予防措置という側面
が強く、それは高成長に浮かれず手綱を締め直したということでもあります。いち早く対応していることで、持続的かつ安定
的な経済成長の可能性が高まるなら、長期投資家にとってはプラス要因と思えます。
■金融規制の功罪
米国で議論されている金融規制の強化も、株価には一時的にせよマイナスとなるでしょう。リスクが高くても、より高いリタ
ーンを求めて積極的に投資される資金（「リスクマネー」と呼ばれています）が細ったり、すでに投資されている資金が回収
されたりして、株価を下落させる可能性があるからです。経済に直接投入される資金も減って、経済成長が鈍化するかも
しれません。
しかし、こうしたリスクマネーは、株価や経済活動を不適当な水準にまで押し上げていたと見ることもできます。これこそ
が、今回の金融危機の根本問題なのではないか。もしそうした理解が正しいなら、こうしたマネーを規制したからといって、
持続的な経済成長力が損なわれることはないのではないか。長期的に見れば、市場の安定性を高め、結果的に効率性
を高めることさえあり得るのではないか…。基本的にはこのように楽観視しています。
■注意すべきは日本か…
欧州のように追い詰められていない分、日本は財政赤字削減の策が手ぬるいどころか、国債発行に頼る経済運営がま
だ続きそうな気配です。しかし、世界最大規模の政府債務を抱えている状況では、いずれ赤字国債の発行が困難になる
に違いありません。そうなれば、政府に景気を支える役割を期待するわけにはいかなくなります。だからこそ企業の健闘が
一層重要になるわけで、私たちが投資している企業の活躍がますます期待されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
投資家は現在、先行きを悲観し過ぎているように見えますが、だからと言って世界経済がこれからたどる道が平坦だとも
思えません。曲がりくねっていたり、土砂降りの後の水溜まりがあったりと、苦労は多いはずです。しかしそれでも、豊かさを
求める人々の歩みが止まることはありません。株価が大きく下げた今のような時こそ、遠い先を見通して次の一歩を踏み出
すチャンスではないかと思っています。
久保田 徹郎
このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの
です。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろ
ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および約款・規程集、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧ください。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第２４２号 社団法人投資信託協会会員
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■浪花のおふくろより心をこめて■
★ 通勤・通学に交通機関を利用されている方ならお分かりでしょう。同じ時刻に家を出れば、
お決まりの時刻に会社に到着できますよね。今春のダイヤ改正で、地元のバスの通勤時間帯の
運行本数が 2 本減りました。大げさなようですが、一つ歯車が狂う(!?)と、起床時刻から修正
を強いられます…。薄々感じてはいましたが、この 10 年の間にめっきり通勤・通学客は減っ
ています。この分では、ピーク時にほぼ 3 分間隔だったバスのダイヤが 7 分間隔→10 分間隔
になる日もそう遠くないように思います。
★ さて、通勤客が減った理由の一つに挙げられる団塊世代の現役引退ですが、2012 年には 1947 年生まれが
65 歳に到達です。いよいよ、多くの団塊世代が本格的な年金生活に入ることになります。年金・医療・介護な
ど社会保障給付費の増大は明々白々ですが、いったいその給付費をどのようにして賄っていくのでしょうか？
保険料で？消費税で？それとも給付カットで？いずれの場合も、家計の負担増は避けられそうにありません。
★ 浪花のおふくろは、「実質的な価値ある自分年金を作っていただく」ために、これからも必要な情報を提
供して、「やっぱり、自分で何とかするしかない！」と浪花おふくろファンドに集って頂いたお客さまと一緒
に、厳しい時代に負けないよう頑張っていきます♪
浪花おふくろファンド担当 石津史子
◆TIME IS MONEY ?
私は大阪から東京へ行く時には、たいてい新幹線のぞみを利用しています。東京へはほとん
ど仕事で行きますので、最短時間を考えてのことです。
先日、友人が明日東京へ出張で、新幹線のこだまで行くということを聴いて、思わず驚きま
した。何時間かかるか尋ねたところ「4 時間よ、今は、コーヒーつきで 1 万円で行けるの。
」と
お得情報を披露してくれました。のぞみで行くと、エクスプレス予約で安くなっても 13,000
円です。ただしかかる時間は約 2 時間 40 分でその差は 1 時間 20 分です。
時間を短縮することをいつも最優先していた私にとっては、あり得ない選択です。しかし、友人曰く、「の
ぞみより空いていて、4 時間あったら、1 冊本が読めるし、仕事もできるよ。浮いたお金でおいしいものを食
べる方が幸せを感じるわ。
」と。
皆さんならどんな選択をされますか？情報が自由に取れる時代に、時と場合を考え、柔軟な発想をもつこと
は、豊かに生きる秘訣だなあと感じ、友人に感謝した次第です。
浪花おふくろファンド担当 中井朱美

【浪花おふくろファンドをご購入頂いているお客さま 】

2010 年５月１３日現在

北海道から沖縄まで、43 都道府県にお住いのお客さまに、おふくろファンドをご購入いただいています。
総口座数６６０（内法人４）
毎月つみたてサービス契約数 （６２．８％）
＜地域別口座数割合＞
＜世代・男女別割合：男 49.4%、女 50.6%＞
人

その他
15%

関東
16%

大阪府
42%

近畿
大阪除く

27%

110人
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

男
女

〜19

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80〜

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの
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【浪花おふくろファンド勉強会・セミナーのご案内】
参加お申込み・お問い合わせ 電話 06-4790-6200 【参加費】無料(一部有料)
ライフプランセミナーや投信初心者のためのセミナーは、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)
開催日時

開催場所

内

容 （ ）内は担当者

5 月 19 日（水）
10:15〜11:45
5 月 20 日（木）
13:00〜16:00
5 月 22 日（土）
12:30〜14:30
5 月 23 日（日）
13:30〜16:30
5 月 25 日（火）
10:15〜11:45
5 月 27 日（木）
18:30〜20:00
5 月 28 日（金）
10:15〜11:45
5 月 28 日（金）
19:00〜21:00
5 月 31 日（月）
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
総合生涯学習センター 定員 27 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 6 研修室
東京都文京区後楽 2-23-12
Holic House２F ｽﾀｼﾞｵ・ﾌｪｻﾞｰ
東京都渋谷区道玄坂 2-10-7
フォーラムエイト 6F ｵﾘｵﾝﾎｰﾙ
総合生涯学習センター 定員 27 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 6 研修室
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
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第１会議室

◆マネー力を身につけよう（中井）◆
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！
★3 時間でわかる！女性のための投信入門教室（石津＆久保田徹郎）
「投信わからない〜！」とは、サヨナラしましょう！
○●おふくろファンド運用報告会●○（お客さま限定）
おふくろファンドのこの１年間と今後の運用
〜直販ファンドが日本を元気にする〜 東京に直販ファンドが集結する!!
※〜受付終了いたしました〜
◎投資信託初心者向け 『ひよこ倶楽部』（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
☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他）
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等
◆マネー力を身につけよう（中井）◆
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！
名古屋市中区栄 3-18-1 定員 30 名
長気投志を考える会（らくちんファンドとコラボ）
有料 200 円 らくちんファンド担当：西生智久 浪花おふくろファンド担当：石津史子
青少年文化センター第 3 研修室
総合生涯学習センター 定員 18 名
★あと 5 万円！自分年金の作り方教えます！☆★
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 2 会議室
何とかしたい思いを数字におきかえ、自分年金を作るプロセスをお話します

6 月 1 日（火）
10:15〜11:45
6 月 2 日（水）
18:30〜20:00
6 月 4 日（金）
18:30〜20:00
6 月 8 日（火）
10:15〜11:45
6 月 9 日（水）
18:30〜20:00
6 月 10 日（木）
18:30〜20:00
6 月 12 日（土）
10:15〜11:45
6 月 15 日（火）
10:15〜11:45
6 月 18 日（金）
13:00〜16:00
6 月 20 日（日）
13:30〜16:30
6 月 22 日（火）
10:15〜11:45
6 月 25 日（金）
18:30〜20:00
6 月 28 日（月）
10:15〜11:45
6 月 29 日（火）
13:00〜16:00
6 月 30 日（水）
10:15〜11:45

難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 1 会議室
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
総合生涯学習センター 定員 27 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 7 研修室
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 1 会議室
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
総合生涯学習センター 定員 18 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 5 会議室
総合生涯学習センター 定員 18 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 2 会議室
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
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 4 会議室
大阪市中央公会堂 定員 80 名
大阪市北区中之島 大会議室
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 3 会議室
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 3 会議室
総合生涯学習センター 定員 18 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 3 会議室
難波市民学習センター 定員 16 名
JR 難波駅 OCAT 4F 第 2 会議室
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

★めざそう！ハッピーリタイアメント！！(石津)☆★
何とかしたい思いを数字におきかえ、自分年金を作るプロセスをお話します
◆マネー力を身につけよう（中井）◆
①家計の中の三大支出を見直し＆貯めて増やす体質作りをしよう
◎投資信託初心者向け 『ひよこ倶楽部』（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
◆マネー力を身につけよう（中井）◆
①家計の中の三大支出を見直し＆貯めて増やす体質作りをしよう
☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他）
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等
★あと 5 万円！自分年金の作り方教えます！☆★
何とかしたい思いを数字におきかえ、自分年金を作るプロセスをお話します
★あと 5 万円！自分年金の作り方教えます！☆★
何とかしたい思いを数字におきかえ、自分年金を作るプロセスをお話します
◎投資信託初心者向け 『ひよこ倶楽部』（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
★3 時間でわかる！女性のための投信入門教室（石津＆久保田徹郎）
「投信わからない〜！」とは、サヨナラしましょう！
なにわで咲かそう！長期投資の輪！！vol.31 上方講談とコラボです！
講師：さわかみ投信 澤上篤人氏＆講談師 旭堂南海氏＆久保田徹郎＆ｽﾀｯﾌ
☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他）
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等
◆マネー力を身につけよう（中井）◆
②使う・貯める・残すを考える
★めざそう！ハッピーリタイアメント！！(石津)☆★
何とかしたい思いを数字におきかえ、自分年金を作るプロセスをお話します
★3 時間でわかる！女性のための投信入門教室（石津＆久保田徹郎）
「投信わからない〜！」とは、サヨナラしましょう！
◆マネー力を身につけよう（中井）◆
②使う・貯める・残すを考える

マネー力を身につけよう！
バージョン①②を作りました！ぜひ、来て下さいね♪
このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの
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ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および約款・規程集、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧ください。
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【クローバー・アセット業務管理部からのお知らせ】
旧浪花おふくろ投信・旧かいたく投信・旧楽知ん投信にて口座開設されたお客様へ
三社の合併に伴い、①クローバー･アセットでのお客様総合取引口座の口座番号と
②スポット購入時の振込先口座番号が異なっています。
【総合取引口座の口座番号】…先日ご送付いたしました「総合取引口座：照会」で、ご確認ください。
【スポット購入時の振込先口座】…口座の名義は、クローバー・アセットマネジメント（カとなりましたが、口座番号は
合併前と変更ございません。今まで通り「050****」、「81*****」の７ケタです。
ご不明点等ございましたら。業務管理部までお気軽にお問い合わせくださいませ。
【業務管理部】（受付：平日 9 時〜17 時）
大阪：０６−４７９０−６２００／東京：０３−３２２０−１２２０

難波市民学習センター 06-6643-7010

Ｅ−ｍａｉｌ：gyoumu＠clover-am.co.jp

＜セミナー会場のご案内＞
大阪市中央公会堂 06-6208-2002

＜5/22 東京での運用報告会の会場↓＞
スタジオ・フェザー 03-5689-0075
東京都文京区後楽 2-23-12 Holic House２F

総合生涯学習センター06-6345-5000

＜5/28 名古屋でのコラボセミナー会場↓＞
青少年文化センター「アートピア」第３研修室 052-265-2088
名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク内９F

セミナー会場でお会いできるのを
楽しみにしております！
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