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携帯から基準価額を

ご確認いただけます 

 
■ 5 月の投資環境と基準価額の動き 

世界的に株価はやや軟調となり、4 月末から 5 月初めを

ピークに下落傾向をたどる市場が多く見られました。 

株価の動きが鈍ってきたのは、米国で企業の景況感や

雇用、個人消費、住宅など幅広い分野で回復の勢いが鈍り、

景気の先行きに不透明感が漂い始めたためです。ガソリン

価格高などにより個人消費が失速気味であること、住宅価

格の低迷が目立ってきたこと、さらにはハリケーンによる被

害、日本の震災による部品不足を背景とした生産の停滞な

ど、いくつものマイナス材料が重なりました。 

また、欧州では、格付け機関による南欧各国の国債格付

け引き下げなど、政府債務問題が株価を押し下げました。

新興国では、米国で商品先物取引の過熱防止策（証拠金

の引き上げ）などにより、貴金属や非鉄などの価格が一部

で急落したことや、インフレの継続、さらには金融引き締め

による景気失速懸念などが株価下落要因となりました。 

日本株は、概ね海外のマイナス要因に引きずられる展

開となりました。原発事故の補償問題などを巡って電力会

社の収益や経営に不透明感が強まったこと、政治の混乱と

復興の遅れへの懸念など、震災関連の悪材料には事欠き

ませんでしたが、他方で、企業活動が震災直後の予想を

上回るペースで回復に向かっていることや、株価指標から

見た割安感などから、下落率は小幅にとどまりました。 

為替市場では、ユーロの下落がやや目立ちました。欧州中央銀行（ECB）による利上げ観測が後退したこと、南欧諸国

の債務問題の再燃を嫌気したものです。 

組入れファンドは、TMA長期投資ファンドが小幅値上がりとなったほかは、株価の軟調を受けて値下がりしました。 

おふくろファンドの基準価額は、5月 6日に月間高値9,532円をつけましたが、その後は世界的な株価下落に押されて

5月 25日には月間安値 9,101 円まで値下がりし、月末は 9,185 円（前月末比-2.19%）と値下がりで終わりました。 

 

■ 運用の状況 

5 月に入ってから値下がりが目立ったニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドのみ買い

付けました。月末の組入比率は 4月末（92.62%）に比べてわずかに低下し、92.03%となりました。 
 

  

＜基準価額の推移（円）＞ 
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浪花おふくろファンド　（愛称：おふくろファンド）　　基準日：2011/5/31
＜ファンド概況＞

＜資産構成比率＞

（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

-2.19% -1.24% 1.54% 6.44% -10.24% -8.15%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：11/5/30付け。騰落率：11/4/27と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,321円 0.84% 23.36%

12,100円 -1.50% 20.16%

7,602円 -3.07% 24.74%

9,482円 -5.02% 23.77%
（小数点第3位四捨五入）

基準価額　（1万口当たり） 9,185円
純資産総額 607,608,178円

指定投資信託（組入れファンド） 4本

92.03%

短期金融資産（コール等） 7.97%

ファンド名

設定日 2008年4月8日
信託期間 無期限

決算日 毎年3月3日

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

指定投資信託
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  ■ 当面の投資環境見通し 

6 月に入ってから、調整色はさらに強まっている状況で

す。金融危機を乗り越えた世界の株式市場は、総じて

2009年から2年にわたり上昇を遂げてきましたが、当面は

全体としてギクシャクとした推移を予想しています。また、

日本のように景気がこれから回復に向かう国がある一方、

新興国の中には景気過熱の反動でこれから景気が失速し

ていくと予想されるところもあり、これまで以上に国・地域に

よって動きがまちまちになる可能性もありそうです。 

おふくろファンドは、それぞれの国や地域に精通し、将来

有望な企業に割安局面で投資する4つのファンドに投資し

ています。上記のような各地域の投資環境の推移ととも

に、各ファンドの特性も考慮した運用を今後も行い、より高

くより安定した運用成果を目指してまいります。 

■ 運用方針について 

組入比率の目標を小幅に変更しました。 

◆TMA 長期投資：25%から 23%に引き下げます。ここ数ヵ

月、非常に安定した運用成果を挙げてきましたが、リバウン

ド局面では安定より反発力を重視したいためです。 

◆さわかみ：20%から 22%に引き上げます。日本企業の国

内生産体制が予想以上のピッチで修復されていることを評

価しました。製造業の比率が比較的高いこのファンドにとっ

て、今秋以降に予想される国内景気の回復は強い追い風

になると予想しています。 

◆ALAMCO ハリス：26%から 25%にわずかですが引き下げ

ます。おふくろファンドが組み入れている4本のファンドの中

で、過去1～2年、最も値上がりしたファンドですが、欧州の

債務問題が不透明であることや、米国の金融緩和が最終

局面を迎えていることを考慮し、当面、やや慎重なスタン

スにシフトします。 

◆コムジェスト・エマージング：24%から 25%にわずかに引き

上げます。新興国の長期的な成長期待から、将来はより

高い比率を目指す考えですが、足元のインフレ懸念と景気

減速リスクを考慮し、引き上げは慎重に進める方針です。 

浪花おふくろファンド運用担当者 久保田 徹郎 

 

 

 

TMA長期投資ファンド 11/5/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 キーエンス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 3.6

2 関西ペイント 日本 基礎素材 3.5

3 ユニ・チャーム 日本 家庭用品 3.1

4 テルモ 日本 医薬品・ﾍﾙｽｹｱ 3.1

5 キヤノン 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.8

6 シマノ 日本 機械 2.8

7 ヒロセ電機 日本 電子部品 2.8

8 エア・ウォーター 日本 基礎素材 2.7

9 BARRICK GOLD CORP カナダ 素材 2.6

10 MICROSOFT CORP ｱﾒﾘｶ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 2.6

さわかみファンド 11/5/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 4.12

2 ブリヂストン 日本 ゴム製品 3.18

3 三菱重工業 日本 機械 3.04

4 商船三井 日本 海運業 2.80

5 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.49

6 パナソニック 日本 電気機器 2.46

7 リコー 日本 電気機器 2.30

8 花王 日本 化学 2.22

9 デンソー 日本 輸送用機器 1.95

10 信越化学工業 日本 化学 1.65

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 11/5/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 5.1

2 JULIUS BAER GROUP LTD スイス 各種金融 3.7

3 APPLIED MATERIALS ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 3.5

4 CARNIVAL CORP ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.3

5 BANCO SANTANDER S.A ｽﾍﾟｲﾝ 銀行 3.2

6 FRANKLIN RESOURCES INC ｱﾒﾘｶ 各種金融 3.1

7 PUBLICIS GROUPE ﾌﾗﾝｽ メディア 3.0

8 BAXTER INTERNATIONAL INC ｱﾒﾘｶ ﾍﾙｽｹｱ機器・ｻｰﾋﾞｽ 2.9

9 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 2.9

10 GIVAUDAN-REG スイス 素材 2.9

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 11/5/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 6.2

2 BUNGE LTD ｱﾒﾘｶ 生活必需品 4.1

3 GOLD FIELDS LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 4.0

4 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 3.9

5 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 3.8

6 MTN GROUP LTD 南ｱﾌﾘｶ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.4

7 RANDGOLD RES LTD マリ 素材 3.3

8 BHARTI AIRTEL LTD インド 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.2

9 CCR SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.2

10 NASPERS LTD-N SHS 南ｱﾌﾘｶ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 3.1

※『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。

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞
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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■ 

～ 仲のいい老夫婦に見た「長い付き合い」の大切さ ～ 

先日、街を歩いていたときのことです。70 才以上と思われるご夫婦が、片手にそれぞれ買い物袋を持ち、もう片

方の手をつないで歩いておられるのを見かけました。結婚して 40 年、あるいはそれ以上たっているかも知れませ

んから、これまで色々なことがあったでしょうが、今なお仲良く暮らしておられるご様子が垣間見えるようでした。

「どうしてそんなに仲がいいのですか」と突撃インタビューを試みるわけにもいきません。互いに相手を思いやる気

持ちを持ち続けて来られたんだろう、それが夫婦円満の秘訣に違いないと、ここは勝手に想像するだけですれ違いました。 

◆1 時間、幸せになりたいなら… 

「酒を飲むこと」だ、という中国の諺があるようですが、西洋では同じ 1 時間でも「散髪」（※）。一生幸せでいたい方へのお勧め

は、中国では「釣りを覚えること」だそうで、西洋は「正直でいること」です。幸せになるための方策として、この中国と西洋の諺に

共通して登場するのが「結婚」。ただしその有効期間は異なり、中国はたった 3 日、西洋は 1 ヵ月です。中国の人たちの方が現

実的ということなんでしょうか？？いずれにしても短いものですね。（※：なにぶんにも古い諺のため、期間については諸説あるよ

うです。例）散髪＝1日、結婚＝1週間。いずれも西洋） 

◆乗り換えの連続では幸せな結婚は望めない 

結婚による幸せが続くのは3日、長くて1ヵ月というのは、妙に現実味があって笑えます。確かに、結婚してからは面倒なこと、

嫌なことも少なくないですから。それならばと、毎月（毎週）誰かと結婚を繰り返すのはどうでしょう。西洋なら、計算上ではずっと

幸せでいられるはずですが、果たしてこれで本当の幸せをつかめるか疑問です。疲れるばかりに違いありません。私の勝手な想

像ではありますが、冒頭のご夫婦のように、時間をかけたからこそ生み出せる味わいのある老後は到底望めないでしょう。 

◆株式投資も幸福感は瞬間蒸発？ 

結婚に比べて株式投資の幸福感は長いか短いか…。買った直後は、いい株が買えたと大いに満足なはずです。そして毎日

（毎時間、中には毎分）の値動きを見て、上がっていればニンマリ。自分の投資の才能に惚れ直したりするものです。しかし、いつ

もうまくいくとは限りません。下がり始めたとたん心配になり、さらに下がれば嫌になり、最後には心の中で「買わなかったことにして

しまう」ほど気分は落ち込むものです。多くの投資家の皆さんが陥りやすい心理です。 

◆結婚と投資の似ているところと成功へのカギ 

結婚と投資には類似点がとても多いと思っていますが、勿論大きな違いもあります。まずはそちらから。 

複数の相手と結婚すること（重婚）は違法ですが、複数の株や投信を買うことはリスク分散としてお勧めできます。また、離婚

はとても大変なようですが、投資の方は、始めてみて「何だか違う」と思ったら、売ることで簡単に付き合いをやめることができま

す。投信なら、解約は電話一本で可能で、一部だけ売ることもでき、かつ手数料はかかりません（おふくろファンドの場合）。 

このように投資は結婚に比べて何かと簡単ですが、この簡単さがしばしば間違いの元となります。いいと思っていろいろ買い過

ぎてしまい、管理不能になっている方が少なくないのもその一例です。間違いを避けるために、投資の前には十分な勉強期間を

設けましょう。これは結婚相手を探す場合と同じ。デート/セミナーで相手をよく知り、自分との相性を見極めることが肝心です。 

結婚は、一旦決心したら、あとは根性！で続ける覚悟がいります。人生に好不調の波、運不運は付き物ですが、相手が不調

だからと見捨てたら、そこでおしまいです。自分自身もまた、不調の時に手を差し伸べてもらえる人間になるよう努力しなければ

なりません。不調の時、不運な時こそ手を携えていくことが、本当に幸せな結婚生活を長続きさせるカギだと思えます。 

この点は投資も同じです。株価も基準価額も上がったり下がったりですが、見栄えのいいものに乗り換えるばかりでは、幸せは

長続きしないでしょう。私たちは、長く付き合う価値のあるファンド、下がったときほど買いたくなるファンドに成長することを、今後

も目指してまいります。 

浪花おふくろファンド運用担当者 
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■浪花のおふくろより心をこめて 
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「フクロウの愛称を募集しています」 

               

                                                                

  

浪花おふくろファンド責任者 石津史子 

 

◆前向きな私？◆ 

「中井さんて、いつも元気で前向きな方ですね」とよく言われます。本当に私は前向きです。どんなふうに

かと言いますと、トイレに行くとカバンをまず奥の台に乗せます。それから用を足して、扉を開けてトイレを出

ます。気づかれましたか？そうです。後ろをふりかえらず前向きに進んだ結果カバンを忘れて来てしまうので

す。今まで何度あったことでしょう。しかし気づいて戻ると幸運にもカバンは置いたままにあります。「神様あり

がとうございます。これから気をつけます。」と心に誓うのですが・・・・。 

こんな前向きな私ですが、時に後ろをふりかえります。 

浪花おふくろファンドは今年4月8日で満3年を迎えました。3年を経過しますと、そろそろ投資信託の評価が出てきま

す。投資信託評価会社のモーニングスターから 5 つ星をいただきました。愚直に長期投資を標榜し、コツコツ積み上げて

いった結果だと、とてもうれしく勇気をもらいました。そしてもっと多くの方におふくろファンドを広めていきたい！と前向きな気

持ちになりました。 

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 ■ 2011 年 5 月末日現在 

北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの717人（内法人4件）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。 
毎月つみたてサービスは、61.9%（男性：53.1%、女性：69.5%）のお客さまにご利用いただいております。 
 

＜地域別口座数割合＞       ＜世代別・男女数 ＞割合…男性 48%、女性 52% 
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←今月は化学実験中のフクロウです。愛称は今月の「おふくろ便り」で発表します。 

●otayori@728ofukuro.jp  ●FAX 06-4790-6203左記メールか FAX で応募して下さい♪ 

 現在、当社のようにお客さまに投資信託を直接販売する運用会社（以後、直販）は、８社あり、ファ 

ンド数は全部で１１本です。昨年初めて、大阪と東京の２か所で直販ファンドの代表が一堂に集まるセ 

ミナーが行われました。今年も、来る７月２日（土曜日）に、二部構成（午前９時半～１１時半は、 

ＪＲ山手線大塚駅徒歩５分にある南大塚ホールでセミナー、13 時半～16 時は、池袋ステーションコン 

ファレンスで懇親会）で「日本を○元気に！チョクハンファンド」と題したイベントを行います。 

 当ファンドからは、運用担当者の久保田徹郎が参加いたします。お時間のある方は、ぜひ、ご参加ください。 

 お問合せや参加申し込みは、直接、このイベントの取りまとめをして下さっている「さわかみ投信のご縁の窓口」

（０３－５２２６－７９８０）までお願いいたします♪ 

6/20〆切です。フクロウの愛称と応募者の氏名・連絡先をご記入くださいね♪ 

 



 

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

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        5 
 

第 38 号 2011 年 6 月 10 日作成 

浪花おふくろファンド月次レポート 
愛称：おふくろファンド 
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ 

～家計に身近なファンドでありたい～ 
 クローバー・アセットマネジメント㈱ 

〒540-0026 大阪市中央区内本町 
       1-1-8アプリコ 201 
          Tel:06(4790)6210 
              Fax:06(4790)6203 

 

 

■浪花おふくろファンドのセミナー・勉強会のご案内■ 

 

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。 

参加お申込み・お問い合わせ 電話 06-4790-6210 【参加費】無料 

開 催 日 時 開 催 場 所 内     容 

6 月 15日（水） 

18:30～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 60名 

大阪市北区中之島 展示室 

 ◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.43◆ 

             東京海上アセットマネジメント投信 平山賢一氏 

           おふくろファンド運用担当者 久保田徹郎＆スタッフ 

6月 17日（金） 

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 5階 第 3会議室 

◆◇◆～あと 5万円 自分年金を作ろう！！～◆◇◆ 

年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金⇒ハッピー・ 

リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします♪ 

6月 19日（日） 

13:30～16:30 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 1会議室 

～★ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ★～ 

3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などを 

コンパクトに学んで頂けるセミナーです。 

6月 23日（木）

19:00～20:30 

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 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 

毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

6月 24日（金）

19:00～20:30 

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 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 

投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

6月 27日（月）

13:30～16:30 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 2会議室 

～★ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ★～ 

3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などを 

コンパクトに学んで頂けるセミナーです。 

6月 29日(水) 

19:00～20:30 

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 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 

毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

6月 30日(木) 

19:00～20:30 

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 

◆◇◆～あと 5万円 自分年金を作ろう！！～◆◇◆ 

年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金⇒ハッピー・ 

リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします♪ 

   

7 月 1日(金) 

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 5階 第 7研修室 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 

投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

7月 5日(火) 

10:15～11:45 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 2会議室 

◆◇◆～あと 5万円 自分年金を作ろう！！～◆◇◆ 

年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金⇒ハッピー・ 

リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします♪ 

7月 6日(水) 

19:00～20:30 

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 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 

毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

7月 9日(土) 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 80名 

大阪市北区中之島 大会議室 

2 部構成 ◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.44◆ 

第 1 部 13:30～14:30「あと 5万円 自分年金を作ろう！」石津史子 

第 2 部 14:40～16:30 日本コムジェスト 山本和史氏/当ファンド 

運用担当者 久保田徹郎＆スタッフ  

7 月 12日(火) 

13:30～16:30 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 3会議室 

～★ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ★～ 

3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などを 

コンパクトに学んで頂けるセミナーです。 

 
 

 
 
 

 

あなたの町まで、 
セミナーの出前を 
いたします♪ 
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おふくろファンドのセミナーのお申し込みは 

TEL : ０６－４７９０－６２１０ 

 

■セミナー会場のご案内■ 

■業務管理部からのお知らせ■ 

【目論見書更新のお知らせ】 

       ６月初旬ファンド受益者の皆さまに、あらたな目論見書（交付目論見書）を送付いたしました。 

          今回の目論見書より、投資家視点にたち、投資判断に利用しやすいものとするため投資信託の目論見書

制度が見直され、重要と考えられる情報に限定して１２ページ程度に簡素化されております。ぜひ、ご一読ください。 

 

【ご登録内容の変更について】 

登録住所に変更はございませんか？上記のように目論見書など大切な書類が届かないことがございます。 

皆さまのお手元に確実にお届けするために、ご住所・電話番号・メールアドレス等に変更がないかご確認下さい。 

ご登録内容に変更がございましたら、下記の手順にて必ずお手続きをお願い致します。 

①「登録事項変更届」の用紙を当社ホームページまたはお電話にてご請求ください。 

②「登録事項変更届」にご記入のうえ、ご返送ください。 

※弊社お届出印であることをご確認ください。 

※住所変更の場合は、新住所が記載された「本人確認書類」（運転免許証（コピー）・住民票の写し）などを同封してく

ださい。 

③後日、弊社より「登録事項変更 お客様控え」を発送いたしますので、内容をご確認ください。 

メールアドレスのご変更は、当社ホームページまたはお電話でもお手続きを承ります。 

 ＜ホームページの場合＞「各種お手続き」→「メールアドレス・レポート受取方法変更」フォームよりご連絡ください。 

お取引やお手続き等、ご不明な点がございましたら、当社業務管理部までお問い合わせください。 

クローバー・アセットマネジメント株式会社 業務管理部 

東京：０３－３２２２－１２２０ ／ 大阪：０６－４７９０－６２００（受付時間：平日９時～１７時） 

E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp 

【おふくろ相談室】 
大阪へお越しの節は、ぜひ！いらして下さい。 

（完全予約制） ０６－４７９０－６２１０ 

 


