
1

かいたくファンド
追加型／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ追加型／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

月次運用レポート 2011.11

追追追追追追

月 かいたくファンドではじめよう　世界投資の旅

当レポートは、かいたくファンドの運用状況等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。当レポートは信
頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。かいたくファンドの受益権の取得を
希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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　加入団体：（社）投資信託協会

かいたくファンド概要（2011年11月末現在）

基準価額
純資産総額
設定日
信託期間
決算日

1ヶ月
-5.2%

1年
-7.6%

設定来
-17.8%

3年
8.4%

6ヶ月
-10.3%

3ヶ月
-3.1%

8,222 円

446,357,980 円

2008年4月22 日

無期限

毎年2 月25 日

期間別騰落率

基準価額と純資産総額の推移（設定来／月次） 資産配分状況（2011年11月末現在）

ソブリンリスクの高まりが示す新しい投資運用

ソブリンリスクとは？
ソブリン（sovereign）とは、英語で「君主、統治者、国王、主権団体」という意味で、ソブリンリスクとは、国家（国）に対する信用リスク
のことを指します。カントリーリスクが主に外国に投資する際の政治や社会制度の違いによるリスクのことを指し、ソブリンリスクは国
に対する融資リスク（銀行融資や国債投資）を指します。
債券に関する主なリスク
・デフォルト（破綻）リスク
・信用リスク
・為替（通貨変動）リスク
・インフレ（物価上昇）リスク
・金利（金利変動）リスク
国債市場が持つ本当の意味
国債と言うのは国が発行した債券（借用証書）のことを指します。しかし、国が様々な権限に基づいて法制度を作り、金融システムや

税金の徴収、通貨の発行を行う唯一の機関であるため、国債とは国や社会制度、通貨、金融システムの信用そのものを表しています。
このため、通常の金利やインフレ率の変動で国債の価格や金利が変動する程度ならばともかく、ソブリンリスクが急上昇し資金繰り
が危うくなるということは、国のシステムや通貨制度、金融システムそのものが大きく揺らいでいるという結構深刻な事態なのです。
特に先進国における効率的で複雑な金融システムにおいては、国債はデフォルト（破綻）リスクのない安全資産として、余裕資金の

退避場所となっています。（金融業界では「リスクフリー資産」と言います）この前提が壊れると、年金や保険、銀行システムそのものが
維持できない可能性が出てきます。
ソブリンリスクの高まりが示す新しい時代
ソブリンリスクが顕在化していない通常の経済環境では、主に、株式については価格の変動リスクが他の資産に比べて大きいこと
からリスクが高い資産と呼ばれています。しかし、現在のようにソブリンリスクが上昇すると、通常の経済環境とは異なり、無リスク資産
と思われている国債や銀行預金に元本割れのリスクが浮上し、価値が変動しないと思われている現金についても価値が乱高下して、
インフレリスクや為替（通貨変動）リスクが極端な形で現れることがあります。
つまり、現預金は安全という時代でもなくなりつつあります。一般個人でも様々な資産クラス（株・債券・不動産・通貨）を組み合わせ

る（アセット・アロケーション）ことで、資産価値を保全したり、増やすことを考える必要がでてきているのです。
このような局面こそ、直販投信である「かいたくファンド」が、皆さんに代わってアセット・アロケーションを行うことで、一般個人の
方々のニーズにお応えできると考えています。

かいたくファンド責任者　上原章裕
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かいたくファンドのめざすこと

かいたくファンドの運用状況

「世界投資」を通じて世界と個人をつなぎます

「分散投資」でリスクをおさえ、安定的な成長をめざします

直販をつうじて、投資家との二人三脚で、「長期投資」をつらぬきます

マーケットコメント

かいたくファンドの運用状況

111

22

33

目標国別投資比率 現在の国別投資比率（2011年11月末現在）
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欧州財政・金融問題という妖怪が相変わらず世界中を徘徊しています。11月はギリシャの突然の国民投票問題に始まり、イタリア国債価格
の暴落、ドイツ国債の入札未達とマーケットは大きく揺さぶられました。月末には日米欧中銀によるドル資金供給拡充策が合意されたことを好
感し、欧米の株価は月間ゼロないし若干のマイナスまで戻しました。しかし中国・インドの株価は景気後退を懸念して10%弱下落、日本はその
中間にあって5%前後の下落となりました。
問われているのは民主主義の統治能力、政治家の対立する利害関係の調停能力です。民主主義とは所詮衆愚政治にすぎないのか、政治家

には最適解に国民を導く能力が無いのか、ということです。ギリシャ、イタリアでの非政治家首相の登場はまさにその象徴です。ドイツがユーロ
共同債に強硬に反対するのは国民に過度に甘い政策を乱発し、必要な財政緊縮・再建策を導入できない政府に対する不信の故です。日本はそ
れを“甘い”と笑い、非難出来るのか、少々心配な事です。
当面は12月8日ECB（欧州中央銀行）政策理事会、9日欧州首脳会議が注目されます。ユーロ共同債、ECBないしEFSFの拡充・強化、欧州

財政統合などで進展があるかです。IMFの資金拡充策を含めてそれなりの前進は期待できますが、日米欧中銀によるドル資金供給拡充策と同
じく、時間を買うだけ、になる可能性が高いでしょう。ギリシャのユーロ離脱を含め、抜本策は各国の主権問題が絡む為、簡単には解決できない、
時間のかかる問題だからです。
悪材料が山積していますが、好材料としては意外と底堅い米国景気、新興国を含めた世界的景気軟化を反映したインフレ懸念の後退、ブラ

ジル・中国にまで広がった金融緩和の動き等があります。まだまだ油断はできませんが、人類の叡智が時間かかるにせよ問題を解決する、と信じ
たいものです。過度に悲観的になるのは戒めるべき時なのかもしれません。

かいたくファンド アナリスト 後藤　輝義

ヨーロッパのソブリン問題に振り回された一ヶ月でした。ヨーロッパの財政問題が、欧州銀行の信用問題に飛び火して国際金融マーケットは
緊張状態にあります。11月末に世界の主要中央銀行がドル供給を行ったことは、マーケットを好転させた半面、事態が決して正常な状態では
ないことを表しています。12月もヨーロッパ問題の進捗で大きく一喜一憂する展開になると思います。なぜなら、欧州で一定の政治決着なし
では、マーケットが求めているようなECB（欧州中央銀行）やアメリカのFOMC（金融政策決定会合）の更なる金融緩和は見込めないからです。
このような情勢が不透明な場合は、マーケットの方向性を決めてかからずに、どちらに動いても対応できる柔軟な態勢で臨むべきだと思い

ます。「かいたくファンド」についても、マーケットが大きく下落しても対応できるような態勢でいます。
11月はコムジェスト・ヨーロッパ、コムジェスト・グロース・アメリカ、TMA長期投資ファンドを少額買付けております。

かいたくファンド責任者　上原　章裕

（今後3カ月程度の運用見通しです。尚、相場環境に
よっては実際の投資比率と異なる場合があります）

北米
26％

欧州
20％日本

21％

新興国
9％

その他
7％

キャッシュ
17％北米

25％

欧州
20％日本

20％

新興国
10％

その他
25％
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コメント：海外にしかない強いエネルギーやヘルスケアなどのグローバル企業と、日本国内の景気に影響を受けにくいニッチ
マーケットにおけるブランド力・技術力・販売力のある企業を組み合わせることで基準価額の変動を抑えている。現在、
ディフェンシブな内需銘柄から海外株を中心に景気感応度の高い銘柄やエネルギー関連の銘柄にシフト中。

コメント：この夏の相場の下落を経て、ヘルスケアなどのディフェンシブセクターの比率を下げて、景気に敏感な情報技術・テク
ノロジーセクターが大幅に上昇している。
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組入ファンドの状況

キーエンス

BERKSHIRE HATHWAY INC-CLA

UNITED TECHNOLOGIES CORP

関西ペイント

エア・ウォーター

保険

資本財

基礎素材

基礎素材

産業用
エレクトロニクス 日本

アメリカ

アメリカ

日本

日本

3.4%

3.1%

3.0%

3.0%

2.9%

1
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銘柄名 業種 事業内容 国 比率

情報技術・
テクノロジー

生活必需品

素材

情報技術・
テクノロジー
医薬・

ヘルスケア

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

4.0%

3.8%

3.7%

3.4%

3.4%

1

2

3

4

5

銘柄名 業種 事業内容 国 比率

ＴＭＡ長期投資ファンド

コムジェスト・グロース・アメリカ

検索サイト世界トップで携帯ソフト「Android（アンドロイド）」
を展開している
外食チェーンや病院・ホテルなどの清掃や殺菌洗浄、食品衛生そして感染
予防に係わる製品と業務委託を主な業務とするグローバルリーダー企業

ＰＣソフト、ウィンドウスを中心に世界トップシェアのソフトウェア企業

洗剤や化粧品などの一般消費財を製造販売する企業で、世界
最大の一般消費財メーカー

心臓用のペースメーカーのパイオニアでＡＥＤ（自動体外式除細
動器）や難病対応に力を入れる医療機器メーカー

アメリカを代表する複合企業。防衛・航空・宇宙分野から空調・
エレベーターなど多岐にわたる業務を有する

産業用ガスメーカー大手で日本の3大産業ガスメーカーの一つ

国内総合塗料首位級。収益柱の自動車用塗料は国内トップで
海外はインド市場に強み

投資の神様である、ウォーレン・バフェット率いる多くの企業に投資する持ち
株会社。傘下の中核企業は保険会社のGEICOと再保険会社のGeneral Re

工場生産ライン向けセンサー、制御機器の開発と直販で独自の
ビジネスモデル

2011年11月末日

2011年11月末日

Google Inc

Ecolab Inc

Procter & Gamble 

Microsoft Corp

Medtronic Inc

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド

DANONE

SAP

ESSILOR INTL

COLOPLAST-B

INDITEX

生活必需品

情報技術

ヘルスケア

ヘルスケア

フランス

ドイツ

フランス

デンマーク

スペイン

5.6%

5.5%

5.4%

5.2%

5.0%

1

2

3

4

5

銘柄名 業種 事業内容 国 比率
食品飲料のグローバル企業 ヨーグルトなどの乳製品を中心に
エビアンやボルビックなど強いブランドを保有

世界最大手の総合眼鏡レンズ事業メーカー。眼鏡レンズ、コンタクト
レンズ、眼鏡フレーム、眼鏡レンズ加工機器の製造・販売を世界展開

世界で第3位のソフトウェア企業。大企業向けのエンタープライ
ズソフトウェア市場においては圧倒的なシェアを持っている。

人工肛門用装具・収尿器・創傷保護シートなど、極めて特定の医療分
野で高い技術開発や商品力を持つ医療メーカー
世界的なファストファッションブランド「ZARA」を展開。世界
展開を進めている

2011年11月末日

コメント：ブランド力のある食品・化粧品などの必需品や海外競争力のあるファション・嗜好品の企業が並んでいる。

一般消費財・
サービス
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組入ファンドの状況

ニッポンコムジェスト・エマージング・ファンド

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

CHINA LIFE INSURANCE

ＪＢＳ　ＳＡ

GOLD FIELDS LTD

SABMILLER　PLC

情報技術

金融

生活必需品

素材

生活必需品

台湾

中国

ブラジル

南アフリカ

南アフリカ

5.6%

4.2%

4.2%

4.0%

3.6%

1
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銘柄名 業種 事業内容 国 比率

半導体委託製造メーカーで世界最大手

南アフリカの金鉱会社大手

中国最大の商業保険会社であり、中国の保険会社のマーケット
シェアが第一位を誇る保険会社
世界トップレベルの食肉加工業者で世界中で飼育・加工・流通
を行っている。

世界最大級のビール会社。そのブランドのうち6つが世界トップブランドに入って
いる。主要ブランドは「ミラー」「ペローニ」「グロールシュ」「ピルスナー・ウルケル」

*組入ファンドの状況につきましては、入手可能な最新の情報（2011年11月末時点）に基づいて作成されております
*※但し、キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ・ファンドにつきましては2011年10月末時点の数字となっております。

2011年11月末日

コメント：震災後の急騰後、インフレ懸念や金利引き上げによって新興国株価は伸び悩んでいる。今回の下落に際して生活必需品や
電気通信サービスが多かったのがプラスに働く

コメント：各産業セクターに分散しており、バランスのとれたポートフォリオ。不透明な景況感に合わせて上位銘柄が大幅に変動
している。

アメリカ

イギリス

アメリカ

アメリカ

アメリカ

2.2%

2.1%

1.9%

1.7%

1.6%

1

2

3

4

5

銘柄名 業種 事業内容 国 比率
キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ・ファンド

検索サイト世界トップで携帯ソフト「Android（アンドロイド）」
を展開している
世界160国以上で展開する世界大手タバコ・葉巻メー
カー、主要ブランドは「ウエスト」「ダヴィドフ」など
アメリカを代表する複合企業。防衛・航空・宇宙分野から空調・
エレベーターなど多岐にわたる業務を有する
化学・種子・バイオテクノロジーを用いた統合的な技術と農業関連製品を提
供する企業。除草剤「ラウンドアップ」と遺伝子組み換え作物の開発で有名
アメリカの石油会社で、特徴としてカナダでオイルサンドから
の原油・天然ガスの生産を行っている。

2011年10月末日※

GOOGLE

IMPERIAL TABACCO GROUP

UNITED TECHNOLOGIES CORP

MONSANTO

CEVOVUS　ENERGY

情報技術

食品・タバコ

資本財

化学・バイオ

石油・天然ガス
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12月3日土曜日に「かいたくファンド」の組入ファンドのファンドマネージャーであるコムジェストSA欧州株担当のアルノー・コッセラ
氏をパリからお招きして、ヨーロッパ株式への投資についてのセミナ―を開催しました。当日、この冬一番の冷え込みと冷たい雨の中
多くの皆さんにご参加いただきました。今回のかいたくファンド　運用メモは、そのセミナーのエッセンスをお届けします。

世界経済及びヨーロッパ経済の全体像
世界経済の成長は2011年春から減速しており、いくつかの主要な新興国では景気の減速が始まっている。
ユーロ圏は低成長が財政を厳しくし、低成長に拍車をかける悪循環にはいっている。政治主導の解決だけがこの状況を好転させる
ことができる。ユーロ圏では数年間程度、レバレッジ（家計・銀行・財政）の削減に伴う低成長が続くだろう。

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパファンドのポートフォリオの特徴は？
・国債に投資しない
・ヨーロッパファンドには銀行や景気循環に影響を受けやすい企業は入っていない
・経済環境とは独立した持続的な企業に集中
・成長力不足の環境下では、持続的に成長できる企業への投資が有効

コムジェストの投資哲学
株価でなく、中長期での企業収益の伸びに注目する。具体的には5年以上の期間で一株利益が2ケタ成長を見込める企業を厳しく
選別し投資を行います。そしてこの投資哲学・アプローチを20年以上ぶれることなく守っています。

投資企業の成長の源泉（メガトレンド）
・生活様式の西欧化によるメリット（衣・食・住に西欧の製品やサービスが浸透すること）
・人口の高齢化への対応（医療や介護、クオリティーオブライフの追求）
・企業や行政の選択と集中によるアウトソーシング化の進展

かいたくファンド運用責任者コメント
ヨーロッパの個別の国やインデックス（市場全体）ではなく世界全体の成長を取込む強い企業に焦点をあてている。景気に影響を受け
にくいヘルスケア産業や、生活必需品企業、高い付加価値を維持できるブランド力の高い企業が非常に多いため、市場全体が大きく
下落する中、底堅く逆行高する銘柄もある。日本企業にない魅力的サービスを提供する企業が多い。現在のような不透明な状況で
は、引続き非常に信頼できる運用だと考えています。

かいたくファンド責任者　 上原　章裕

当レポートは、かいたくファンドの運用状況等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。当レポートは信
頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。かいたくファンドの受益権の取得を
希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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　加入団体：（社）投資信託協会

かいたくファンド　　運用メモ　～　セミナー報告「コムジェスト・ファンドマネージャーとの集い」
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かいたくファンドからのお知らせ

業務管理部からのお知らせ

当レポートは、かいたくファンドの運用状況等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。当レポートは信
頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。かいたくファンドの受益権の取得を
希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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　加入団体：（社）投資信託協会

※12月分につきましては12月5日（月）にお客さまの銀行口座から引落がされておりましたら、12月15日（木）の基準価額にて
購入致します。1週間程度で取引報告書がお手元に届きますので、もうしばらくお待ちください。

約定日引落日引落金額変更中止締切日新規申込引落口座変更締切日

受付終了

12月29日（木）

12月20日（火）

平成24年1月24日（火）

平成24年1月5日（木）

平成24年2月6日（月）

平成24年1月18日（水）

平成24年2月16日（木）

引落開始月

12/30（金） 12/31（土） 1/1（日） 1/2（月） 1/3（火） 1/4（水）

通常営業
9：00～17：00
売買注文受付
9：00～15：00

休業日 休業日 休業日 休業日

通常営業
9：00～17：00
売買注文受付
9：00～15：00

平成24年1月

平成24年2月

出前セミナー・資産運用基礎講座　受付中です
最近、投資初心者の方から出前セミナーの依頼や、資産運用の基礎が知りたいという問い合わせが増えてきています。いつでも
受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。場所や時間に応じて対応させていただきます。

【目論見書更新のお知らせ】
11月下旬、半期報告書および訂正有価証券届出書の提出に伴い、交付目論見書を改訂いたしました。今回の訂正は、基準価額の推移、
運用実績の更新等、軽微なものとなりますので、目論見書の不交付に同意していないお客様のみにお送りしております。今後の目論見書
の交付が不要のお客様は、不交付の同意書にてお手続きをお願い致します。また、目論見書はご請求いただければお送りいたします。
ホームページでもご確認いただけますので、こちらから（http://www.kaitakufund.jp/renew_detail.php?id=5）ご覧下さい。

【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を受付しております。「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。
【特定口座の継続手続きについて】
特定口座制度では、法令に基づいて特定口座の残高がなくなった日から2年を経過したその年の12月31日までにご利用のなかった特
定口座は、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止（以下、「みなし廃止」といいま
す。）することとなっています。
引き続き特定口座の利用をご希望されるお客様は、お電話にて「特定口座取引継続届出書」をご請求ください。なお、書類のご提出を含
め、弊社での手続が年内に完了するようお願い致します。
【毎月つみたてサービスをご利用のお客さまへ】
新規申込・購入金額の変更をご希望の場合には引落日に対応する締切日がございます。
各種変更をご希望の際は、弊社業務管理部までご連絡ください。（弊社所定の用紙をお送りします）

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

【年末年始の営業について】
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セミナー情報

当レポートは、かいたくファンドの運用状況等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。当レポートは信
頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。かいたくファンドの受益権の取得を
希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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　加入団体：（社）投資信託協会

当社ウェブサイトではセミナー情報を随時更新しています！

テ ー マ 【東京】ファンドマネージャーと話そう　この一年を振りかえる

日 時 2011年12月21日（水） 19：00～20：30 （受付 18：50～）

講 　 師 上原　章裕（クローバー・アセットマネジメント　かいたくファンド責任者）

費 　 用 無料（10名）

内 容
2011年のマーケットと、この一年の「かいたくファンド」の運用を振り返ります。来年に向けて、投資における
大事なポイントを押さえていきたいと思います。勿論、個別の事象や、「かいたくファンド」についても皆さんと
ディスカッションできればと思います。

場 所
クローバー・アセットマネジメント株式会社　東京オフィス　会議室
東京都千代田区三番町5番37　三番町葵ビル
東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅5番出口から徒歩5分

テ ー マ 【東京】相場動向＆値下がりした投資商品の対処法

日 時 2012年1月14日（土） 13：30～16：30 （受付 13：15～)

講 　 師 上原　章裕（クローバー・アセットマネジメント　かいたくファンド責任者）

費 　 用 無料（15名）

内 容

お客さんや投資家のご要望にお応えして前半は、今後の相場や経済の動向について後半は、値下がりして塩
漬けになっている投資商品をどうすればいいのか？という題で行います。　　　　　　　　　　　　　　　
投資を行ってみて、色々勉強してみたけど、損した投資商品をどうすればいいのか？損切りするのか？持続する
のか？投資で一番難しい撤退戦術について、プロの目から見た陥りやすいポイントや損が膨らみやすい危険な
パターン、撤退の順番、うまくいったケースなど、基本的な事柄を中心にお話します。
投資を始めてお悩みの方にお勧めです。

場 所
クローバー・アセットマネジメント株式会社　東京オフィス　会議室
東京都千代田区三番町5番37　三番町葵ビル
東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅5番出口から徒歩5分

テ ー マ 【東京】外部勉強会　長期投資家の自主勉強会

日 時 2011年12月24日（土） 14：00～16：30 （開場 13：30～)

費 　 用 無料　お申込不要

内 容

かいたくファンドは長期投資家を応援しています。
この会は、個人投資家が長期投資を行う上で必要な情報交換や互いに学び合う場です。喜びや不安、疑問
などをお互いに共有することで、苦しい時も投資を継続する事が出来ます。内容は毎回、メンバー各自が発
表し合う事で運営されています。

場 所
さわかみ投信　株式会社　会議室
東京都千代田区紀尾井町6-12　紀尾井町福田家ビル2F
ＪＲ中央線　東京メトロ丸の内線　四ツ谷駅から徒歩10分
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セミナー情報

当レポートは、かいたくファンドの運用状況等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。当レポートは信
頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。かいたくファンドの受益権の取得を
希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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　加入団体：（社）投資信託協会

当社ウェブサイトではセミナー情報を随時更新しています！

テ ー マ クローバーカフェ（オープンオフィス）

日 時 2011年12月14日（水）21日（水）1月12日（木）13：00～15：00

費 用 無料（一回につき定員3名程度）

内 容

当社のファンドをお持ちの方、まだ検討中の方、オフィスに来てみませんか？
ご希望のお時間を教えていただければ、できる限りお応えいたします。
仕事の内容や素朴な疑問質問などにもお答えします。
事前に資料などは準備しませんので、個別相談や投資や運用についてのご相談も大歓迎です。

場 所
クローバー・アセットマネジメント　株式会社　東京オフィス　会議室
東京都千代田区三番町5番37　三番町葵ビル
東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅5番出口から徒歩5分

お申込先
長期投資家の自主勉強会はお申込み不要の自由参加です。
それ以外のセミナーは
クローバー・アセットマネジメント株式会社　業務管理部　
TEL 03-3222-1220　FAX 03-3222-1225
E-mail gyoumu@clover-am.co.jp

テ ー マ 【東京】ファンドマネージャーと話そう　新年を迎えて投資を考えてみる

日 時 2012年1月25日（水） 19：00～20：30 （受付 18：50～)

講 　 師 上原　章裕（クローバー・アセットマネジメント　かいたくファンド責任者）

費 　 用 無料（10名）

内 容
新年を迎えて、2011年うまくいった人も、うまくいかなかった人も、これからの新しい一年を考える上で、大事
なポイントを押さえていきたいと思います。勿論、個別の事象や、「かいたくファンド」についても皆さんとディ
スカッションできればと思います。

場 所
クローバー・アセットマネジメント株式会社　東京オフィス　会議室
東京都千代田区三番町5番37　三番町葵ビル
東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅5番出口から徒歩5分


