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■ 9 月の投資環境と基準価額の動き
9 月の株式市場は、日本株が相対的に堅調、海外株は軟
調と、明暗がやや分かれました。海外株価の下落は、主にギリ

浪花おふくろファンド （ 愛称： おふくろファンド）
基準日：2 01 1/ 9/ 30
＜ファンド概況＞
基準価額 （1万口当たり）
7,766円
純資産総額
557,201,246円
指定投資信託（組入れファンド）
4本

シャの債務問題や米国景気の先行き見通しの悪化が背景で、

設定日
信託期間
決算日

とりわけ欧州の債務問題を巡っては、事態悪化への懸念と打
開策進展への期待が目まぐるしく交錯し、そのたびに株価が上
下に大きく振れる値動きの荒い月となりました。こうした動きに

2008年4月8日
無期限
毎年3月3日

＜資産構成比率＞
指定投資信託
短期金融資産（コール等）

92.92%
7.08%

日本株も引っ張られました。
欧州では、ギリシャの財政赤字削減が目標に届かないとの

（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞
1ヵ月
3ヵ月
-4.18%
-15.12%

6ヵ月
-16.35%

1年
-12.16%

3年
-12.46%

設定来
-22.34%

見通しが示されたり、ECB(欧州中央銀行)による国債購入に

（小数点第3位四捨五入）

反対していた理事の一人（ドイツ人）が辞任を表明し、政策を

（基準価額：11/9/29付け。騰落率：11/8/30と比較）
＜組入れファンドの内訳＞
ファンド名
基準価額 月間騰落率 組入比率
TMA長期投資
7,798円 -1.57%
24.41%
さわかみ
10,773円 -0.55%
20.70%
ALAMCOハリス グローバル
5,760円 -6.43%
24.31%
コムジェスト・エマージング
7,440円 -8.07%
23.50%

巡る対立の根深さが懸念されたり、さらにはイタリアの国債が
格付機関から格下げされたりと、悪材料が相次ぎました。
また、米国では、雇用統計で就業者数が横ばいにとどまり
景気の先行き懸念が強まったほか、連邦準備制度理事会
（FRB）が重大な景気下振れリスクがあるとの見方を示したこと

（小数点第3位四捨五入）

＜基準価額の推移（円）＞
11,000

もマイナスに働きました。
10,000

もっとも下旬になりますと、欧州株に持ち直しの兆しも見えま

9,000

した。以下のように問題解決に向けた進展があったためと思わ
れます。 ・ギリシャ政府が追加の財政再建策を決定 ・ECB

8,000

が市場に資金供給するための追加措置を検討 ・欧州金融

7,000

安定基金（EFSF）の機能を強化する案の検討が進展 ・ドイツ

6,000

のメルケル首相がギリシャ支援に前向きな姿勢を表明、など

08/4/8

08/12/16

09/8/27

10/5/17

11/1/25

11/9/30

です。なお、こうした打開策の積み重ねは、10 月初旬の株価
急反発につながったと見ています。
為替市場ではドルと円が堅調で、ユーロが下落しました。また、新興国通貨には、大きく売られるものが目立ちました。欧米の
金融機関や投資家が資金を新興国から自国に引き上げる動きを強めたため、などと見られています。
組入れファンドは、日本株に投資しているファンドが小幅値下がりで踏ん張りましたが、海外に投資しているファンドは、株価下
落に為替の下落も加わり、やや大きな値下がりとなりました。
おふくろファンドの基準価額は、9 月 2 日の月間高値 8,250 円から 9 月 27 日の月間安値 7,494 円まで、ほぼ月を通して値
下がり基調となりました。月末にはやや戻しましたが、7,766 円（前月末比-4.18%）と 5 ヵ月連続の値下がり
で終わりました。

携帯から基準価額を
ご確認いただけます

■ 運用の状況
引き続き海外株に投資するファンドの買い増しを行いましたが、組入資産の値下がりなどにより、月末の組
入比率は 8 月末（93.78%）より若干低い 92.92%となりました。
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。
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■ 当面の投資環境見通し

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞

10 月に入り、株式市場をとりまく状況には好転の兆しが見

TMA長期投資ファンド
銘柄名
エア・ウォーター
キーエンス
関西ペイント
シマノ
テルモ
三菱商事
キヤノン
MICROSOFT CORP
BG GROUP PLC

えてきました。8 月、9 月に大きな値下がりをもたらした二つの
悪材料が改善または見直されてきたためだと考えています。
第 1 は、ギリシャの債務と欧州金融機関の問題に解決の方
向が見えてきたことです。そのための具体的な方策について
も合意が進みつつあります。ギリシャが財政赤字削減の努力
を続ける一方で、突然のデフォルト（債務返済不能）を回避
し、かつ域内金融機関の体力を強める手段を十分に用意す
る、という流れがかなり明確化してきました。この結果、突発的
な金融システムの破綻と実体経済への深刻な悪影響の拡大
という最も警戒すべきリスクは低下したと考えています。
第 2 の株価下落要因は、米国をはじめとした世界景気の先
行き懸念でしたが、こちらも評価がいくらか変わってきました。
特に米国景気について、投資家が懸念していたほど悪化して
いるわけではないと見られ始めたことは、大きな変化だと思い
ます。とはいえ、各種の統計を見ますと、いいものと悪いもの
が混在しており、方向は定まっていません。欧州では金融市

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 UNITED TECHNOLOGIES CORP
さわかみファンド
銘柄名
1 トヨタ自動車
2 ブリヂストン
3 三菱重工業
4 花王
5 国際石油開発帝石
6 商船三井
7 パナソニック
8 デンソー
9 信越化学工業
10 浜松ホトニクス

場の軟調もあって、景気は弱々しい状況が続きそうです。さら
に、中国など新興国も成長率が低下気味であり、景気を押し
上げる力が世界的に落ちていることは確かと見られます。
こうしたことから、今後も金融システムや景気動向を巡って
株価が下に振れる可能性は残っていますが、反面、これまで
先行きを心配して売らなくてもいいものまで売ってしまった投
資家も多いと見られます。買い戻しもそれなりの規模になるで
しょう。
さて、10 月は業績発表のシーズンです。7-9 月期の結果も
さることながら、年末から来年に向けての企業自身の業績見
通しには、これまで以上に注目していきたいと思います。

■ 運用方針について
10 月に入り、株価はある程度戻りましたが、割安感は依然
として強いと考えています。ここ半年間で大きく値下がりした海
外株ファンドを中心に、当面は丹念に下値を拾い続けていく
方針です。なお、買い増しと組入れファンドの値上がりにより、
直近（10/12）の組入比率は 94%を超えております。
浪花おふくろファンド運用担当者

〒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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ｱﾒﾘｶ

業種
基礎素材
産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
基礎素材
機械
医薬品・ﾍﾙｽｹｱ
商社
産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｴﾈﾙｷﾞｰ
資本財

11/9/30
比率(%)
4.0
3.8
3.8
2.9
2.9
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6

国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

業種
輸送用機器
ゴム製品
機械
化学
鉱業
海運業
電気機器
輸送用機器
化学
電気機器

11/9/30
比率(%)
3.72
3.45
2.86
2.59
2.31
2.28
2.21
1.92
1.85
1.66

国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

ｱﾒﾘｶ
ｲｷﾞﾘｽ

ALAMCOﾊﾘｽ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007
銘柄名
国
業種
INTEL CORP
ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
各種金融
スイス
保険
ALLIANZ SE
ドイツ
JULIUS BAER GROUP LTD
スイス
各種金融
AKZO NOBEL
素材
ｵﾗﾝﾀﾞ
BAXTER INTERNATIONAL INC
APPLIED MATERIALS

CARNIVAL CORP
DAIMLER AG-REG
ADECCO SA-REG

ｱﾒﾘｶ
ｱﾒﾘｶ
ｱﾒﾘｶ
ドイツ
スイス

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
銘柄名
国
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR
台湾
2 GOLD FIELDS LTD
南ｱﾌﾘｶ
3 ANGLOGOLD ASHANTI LTD
南ｱﾌﾘｶ
4 NHN CORP
韓国
5 SABMILLER PLC
南ｱﾌﾘｶ
6 CHINA MOBILE LTD
中国
7 TENCENT HOLDINGS
中国
8 RANDGOLD RES LTD
マリ
9 CCR SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
10 JBS SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ﾍﾙｽｹｱ機器・ｻｰﾋﾞｽ
半導体・同製造装置

消費者サービス
自動車・同部品
商業・専門ｻｰﾋﾞｽ

業種
情報技術
素材
素材
情報技術
生活必需品
電気通信ｻｰﾋﾞｽ
情報技術

素材
資本財・ｻｰﾋﾞｽ

生活必需品

11/9/30
比率(%)
6.4
4.4
3.6
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
11/9/30
比率(%)
6.2
4.0
3.9
3.5
3.5
3.4
3.3
3.3
3.1
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。

久保田徹郎
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久保田徹郎からのメッセージ ■

夏から秋にかけて、世界中で株価が下落しました。浪花おふくろファドの基準価額も大きく値下がりし、お客様にご心
配をおかけしたことを申し訳なく思っています。ただ、株式には大きな価格変動が付き物です。ここまでの株価下落
の理由については、この月次レポートを含めこれまでもお伝えしておりますが、今回は改めて、有価証券という点では
債券と同じなのに株式の値動きが特に大きくなる理由について、「縄跳びの縄」と「凧の糸」を例に紐解いてみようと思います。
◆債券は縄跳び、株式は凧
縄跳びの縄は、両端がしっかり握られています。発行価格と償還価格が決まっている債券は、始まりと終わり
が固定されている点で、縄跳びの縄に似ていると思います。確かに途中では、市中金利の変動の影響を受けて
債券価格も上下に動きます。しかし最後には額面価格で償還されます。最後が決まっているだけに、価格変動
も小さくて済みます。もっとも、縄の終点を握っている人（債券の発行者）が縄から手を離す（デフォルト）、なんて
こともないではないですが…。
凧はどうでしょう。糸は片方しか握られていません。凧がよく上がるかどうかは、凧そのものの出来不出来と、
あとは風次第です。風がうまく吹けば凧は高々と舞い上がります。しかし風が止まれば急降下し、地面に墜落す
ることもあります。凧糸の反対側を握っているものがない（株式には決められた時点に決められた金額が返ってく
る保証がない）ので、上がる時も下がる時も大きく振れ、落下の不安がいつも隣り合わせです。そんな凧を上げ
る（株式に投資する）のは、いい凧といい風に恵まれれば大きく上昇する可能性があるからです。糸が切れた凧が大空に吸い込
まれるかのように、どこまでも上昇することだってありますし…。
◆リスク資産の見返り
債券はしばしば安全資産と言われます。最後にいくら返ってくるか分かっていますし、だからこそ途中の値動きも相対的に小さ
いからです。株式はリスク資産の代表です。いついくらになるのか分からず、そのためもあって価格変動は大きくなります。
株式投資のリスクが大きいなら、見返りに是非ともいつかは大きく値上がりしてほしいものです。ただし、上がりさえすればいいと
は言えません。実体（中身）を伴わない株価の上昇は長続きせず、糸の切れた凧のようにいずれは落ちてくるものです。
◆優れた企業に投資することの大切さ
では、中身のある優れた企業への株式投資なら安全で、株価はいつでも上がる、のでしょうか。残念ながらそうはいきません。
株式投資が難しいと思われるのは、こんなところにも理由があるのでしょう。
まず、どんなにいい凧でも風が止めば落ちるように、優れた企業も景気が悪化すれば業績も落ちるでしょうし、そうなればやは
り株価も下がるものです。ただし、よくできた凧が微風でも何とか持ちこたえるように、いい企業は景気悪化でも簡単にはへこたれ
ません。万一地面に落ちても、ダメな凧のように壊れたりもしません。少しの風が吹けば、いい凧ほど早く上がっていくのと同様、
優れた企業は景気の回復期にいち早く、大きく成長軌道に戻ることが多いものです。優れた企業を選んで投資することの大切さ
が、ここにあると思います。
◆投資家の心理の揺れに、いちいち付き合うことはない
最後に、これは凧とは違う点ですが、株価の方は投資家の考えひとつで上下に変動します。投資家が先行きに期待を持てば
株は買われて株価は上がり、不安を抱けば逆になります。優れた企業であっても、株価は期待と不安に翻弄されるのです。投資
家の気がどう変わるかまで、私たちには分かりません。揺れ動く株価に振り回されるのは、あまり意味のあることではないでしょう。
優れた企業の株価が地面すれすれまで売られていたら、次の風が吹く前に是非とも買っておきたいものです。そう考えて、こ
れまでどおり、下がった時ほど買い続けていこうと思っているところです。
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■
☆ご希望のお客さまに「超自分年金＋更新レポート」をお送りします☆

キャンペーン

昨年 12 月 22 日に、石津と中井は、共著「超自分年金」を出版いたしました。
「年をとったらどれだけ生活資金がいるんやろか」…漠然とした将来への不安を解消してもらいたい！
と思い、これまでの経験もまじえながら、子や孫の世代にも伝えていきたいことをまとめたものです。
出版からまだ 1 年足らず。しかし、挿入した統計資料の中には、すでに新しい数字が公表されている
ものがありますし、この間に変化したこと・新たに気付いたこともあり、それらをまとめた「更新レポート」を
作成しました。この更新レポートと超自分年金の本をセットでお送りいたします。
送料 160 円分の切手を同封の上、下記まで郵送でお申し込み下さい。
多数のお申込みをお待ちしております♪
〜〜＊＊〜〜〜〜＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜
★「超自分年金の本＋更新レポート」をご希望のお客さまへ★
（お申し込みの〆切は、11 月 30 日です。）
①お名前と口座番号を明記して下さい。
なにわ
②160 円分の切手（クロネコメール便の送料）を同封してお送りください。

【送付先】 〒540-0026
大阪市中央区内本町１−１−８アプリコ２０１
クローバー・アセットマネジメント㈱ 超自分年金希望 とお書きください。

浪花おふくろファンド
責任者 石津史子

◆ハンサムウーマン◆
先週、高校・大学と同じで、３０数年来の友人の税理士事務所の２０周年記念レセプション
に出席しました。彼女は、お世話になった方々に感謝の心を伝えたい、しかし、震災で被災された方のこ
とを思うとどうすべきかと悩んでいました。
今回、彼女が考え実行したことは、パーティーを会費制にして、集まった会費全額を被災地に寄付す
ることでした。そして寄付先も、岩手県、宮城県、福島県の震災遺児の基金に直接寄付するという強い意
思を持っていました。
彼女は、次世代を築く子ども達（震災遺児）の将来を考え、教育支援をしたいと考えたのでした。この趣旨に賛同して集
まったお金は８２２万円にもなりました。
彼女の想い、情熱がいっぱい詰まった、何とかっこいいお金の使い方でしょう！こんな友人をもって誇らしく思います。
浪花おふくろファンドの仲間の方々から、何年後かに、自分の意思で、かっこよくお金を使う人達が増えてきたら素敵だ
なあと思います。
私もめざしますハンサムウーマンを！
浪花おふくろファンド担当 中井 朱美

はじめました

■浪花おふくろファンドの Facebook ページを始めました■
http://www.facebook.com/728ofukuro
ぜひ、 いいね のボタン
を押 し て、私 たち と 交
流して下さいね♪

【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

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。
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■ 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 9 月末日現在
北海道から沖縄まで、43 都道府県にお住いの 742 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、61.7%（男性：52.0%、女性：70.6%）のお客さまにご利用いただいております。

九州・沖縄
中国・四国 2%

＜世代別・男女数＞…男性 48.0%、女性 52.0%

北海道・東北
2%

120 人
人

男性

100

3%
東海・北陸
6%

←女性 の比率が多 いファンドです♪

＜地域別口座数＞

女性

80
大阪府
43%

関東・甲信越
17%

60
40

近畿
（大阪除く）
27%

20
0
〜19

20代

30代

40代

50代

60代
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80〜

＜浪花おふくろファンド 毎月つみたてスケジュール＞
引落開始月

新規申込
引落口座変更締切日

引落金額変更
中止締切日

引落日

約定日

平成 23 年 11 月

受付終了

10 月 24 日（月）

11 月 7 日（月）

11 月 17 日（木）

平成 23 年 12 月

11 月 1 日（火）

11 月 21 日（月）

12 月 5 日（月）

12 月 15 日（木）

■業務管理部からのお知らせ■
【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】
「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発送いたしました。
今回は 2011 年 7 月〜9 月末までに受渡日（お客様へファンドまたは資金が渡った日）が到来した
お取引があったお客様が発送の対象となっております。
発送対象となるお客様のうち、残高がある方には、9 月末時点の基準価額での時価評価が記載され
ておりますのでご確認ください。
【特定口座の源泉徴収区分の変更について】
特定口座をご利用いただいているお客様の、2012 年適用分源泉徴収区分の変更受付を 10 月より開
始いたします。「源泉徴収あり・なし」の変更をご希望のお客様は、お電話にて「特定口座源泉徴収
選択届出書」をご請求くださいますようお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、弊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 （受付時間：平日 9 時〜17 時）
東京：０３−３２２２−１２２０ ／ 大阪：０６−４７９０−６２００
E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp
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のセミナー・勉強会のご案内■
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

10 月 17 日（月）
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

10 月 22 日（土）
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

10 月 26 日（水）
19:00〜20:30

総合生涯学習センター 定員 36 名
大阪駅前第 2 ビル 5 階 第 4 研修室

10 月 28 日（金）
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

10 月 31 日（月）
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 4 会議室

11 月 1 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 1 会議室

11 月 3 日（祝）
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 1 会議室

11 月 7 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

11 月 12 日（土）
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

11 月 15 日（火）
13:30〜16:30

大阪市中央公会堂 定員 12 名
大阪市北区中之島 第 7 会議室

11 月 20 日（日）
13:30〜16:30

大阪市中央公会堂 定員 60 名
大阪市北区中之島 展示室

あなたの町まで、
セミナーの出前を
いたします♪

容

◆◇◆〜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♪

【お客さま限定】 ★☆★運用報告会★☆★
ファンドの現状と今後の方針をご理解頂くため、資産配分や組み入
れファンドの成果などについて、お客さま限定の情報をお伝えいたし
ます。

◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.47◆
朝日ライフアセットマネジメント 鈴木彰氏
東京海上ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信 平山賢一氏＆当ファンドスタッフ

■□ 投資信託ココが知りたい！ □■
・通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドのしくみ、基準価額の高い
ファンド、低いファンドの良し悪しなど、投資信託と上手につきあって
いくための基礎知識をお話しいたします。

◆◇◆〜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♪

■□ 投資信託ココが知りたい！ □■

難波市民学習センター 06-6643-7010
JR 難波駅 OCAT4 階

・通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドのしくみ、基準価額の高い
ファンド、低いファンドの良し悪しなど、投資信託と上手につきあって
いくための基礎知識をお話しいたします。

◆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。

■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。

〜☆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。

◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.48◆
さわかみ投信 代表取締役会長 澤上篤人氏
日本コムジェスト 代表取締役 山本和史氏＆当ファンドスタッフ

大阪市中央公会堂 06-6208-2002
京阪「なにわ橋」・地下鉄「淀屋橋」

総合生涯学習センター06-6345-5000
大阪駅前第 2 ビル 5 階
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