
第四証券
第四銀行グループとして、地域の
皆様と共に、にいがたの実りある
未来へ歩みつづけます。

TEL．0258-35-2211
http://www.daishi-sec.co.jp

立花証券
お客様第一。堅実経営に徹底し、
高自己資本規制比率。企業の調
査・分析に注力。伝統の通信取
引で全国どこからでも、安心して
お取引いただけます。
TEL．03-3669-3110
http://www.1ban.co.jp/

ちばぎん証券
ちばぎんグループの一員として、
お客様の資産運用に対し適切で
きめ細かな金融サービスの提供
と、ニーズを捉えた商品ラインア
ップの充実に努めてまいります。
TEL．03-3660-4700
http://www.chibagin-sec.co.jp

中部証券金融
当社は証券市場の健全な振興を
目的に設立された、証券金融の
専門金融機関です。お手持ちの
有価証券を担保にご融資する等、
貴方の資産活用にお応えします。
TEL．052-251-1305
http://www.chusyokin.co.jp/

東海東京証券
あなたとあなたの大切な人たち
のために。東海東京証券と一緒
に、資産運用を考えてみませんか。
あなたの『プレミアハウス』東海
東京証券です。
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http://www.tokaitokyo.co.jp

東京証券信用組合
設立61年目、
証券担保ローンは当組合で！！

0120-493-781
TEL．03-3669-0381（代表）
http://www.tokyosyoken.shinkumi.jp

大切な資産を育てるお手伝い
極東証券

当社は、お客さまとの信頼を原点
とする「Face to Faceのコンサル
ティング」をビジネスモデルの基
本とし、「特色ある旬の商品」を
提供してまいります。
TEL．03-3667-9171
http://www.kyokuto-sec.co.jp/

光世証券
創業50年の歴史ある証券会社
です。個別セミナーや税務相談な
どを通じ、様々なご要望に真摯に
お応えすることで、お客様の資産
運用を応援します。
TEL．0120-06-8617
http://www.kosei.co.jp/

証券ジャパン
始めよう！NISAで投資。創業70
年、「ゆたかな未来へ あなたとと
もに」をコーポレート・スローガン
として共に豊かな未来を目指して
まいります。
TEL.03-3668-2210
http://www.secjp.co.jp

上光証券
お客様と上光証券のお付合いは、
直にお話しする事から始まります。
当社のファイナンシャルプランナー
がお伺い致しますので、出前 セミ
ナーをお気軽にご利用下さい。

0120-336-193
http://www.jyokoshoken.co.jp/

静岡東海証券
「静岡生まれの静岡育ち」

静岡東海証券
私たちは、地域社会に信頼され
お客様に愛される社員を目指し
ます。
TEL．054-255-3330
http://www.shizuokatokai-sec.co.jp

スターツ証券
常に顧客第一主義を目指し、お
客様の「夢」の実現に尽力します。
顧客ニーズに合った金融商品の
提供と資産コンサルティングを
中心とした地域密着型営業です。
TEL．03-3686-2511
http://www.starts-sc.com/

愛媛証券
人と人とのつながり、信頼を大切
にし、お客様に満足して頂ける
サービスを提供し、皆様に愛され
る証券会社です。お気軽にお越し
ください。
TEL．089-933-2333
http://www.ehime-sc.co.jp

岡三証券
“お客さまとともに、豊かな明日へ”
－ 岡三証券は、お客さまの投資
スタイルやライフプランに合わせ
た総合的な資産運用をご提案い
たします。

0120-390603
http://www.okasan.co.jp/

岡安証券
「永年のおつきあい」をキャッチフ
レーズに地域の皆様に頼られる
証券会社を目指します。
岡安証券は地域への情報発信
と受信のセンターです。
TEL．06-7637-0030
http://www.okayasu-sec.co.jp/

香川証券
特色ある商品提供により「差別
化された証券会社」を目指す。ア
イビスキャピタルパートナーズと
連携の下、ベンチャー企業の発
掘・支援・育成に注力。
TEL．087-851-8181
http://www.kagawa-sc.co.jp

キャピタル・パ－トナーズ証券
近年急速に高度化・多様化・グ
ローバル化するお客様の要望に
沿った資産運用の実現を目指し
ます。欧州ユーロ圏・アセアン地域
の調査力、商品力にご期待下さい。
TEL．03-3518-9318
http://www.capital.co.jp

共和証券
創業以来80年にわたり地域密
着をモットーに、お客様の資産
形成のお手伝いをいたしておりま
す。経験と実績を活かし、今後も
堅実経営で歩み続けます。
TEL．03-3666-1381
http://www.kyowa-sec.co.jp

安藤証券
「伝統と革新」

安藤証券では100年を超える業
歴の信頼感と共に、世界を見据
えた投資をご案内いたします。
NISA口座の開設受付中！
TEL．052-971-7700
http://www.ando-sec.co.jp

いちよし証券
「お客様に信頼され、選ばれる企
業であり続ける」を経営理念とし、
徹底した訪問外交、中小型成長
株のリサーチ及びアドバイスを
特徴としています。
TEL．03-3555-6343
http://www.ichiyoshi.co.jp/

投資の未来を切り拓く
岩井コスモ証券

おかげさまで、岩井コスモ証券グ
ループは創業100周年！「いつも、
いつでも、いつまでも」お客様に
愛され、親しみ溢れる証券会社
を目指します！

0120-017-543
http://www.iwaicosmo.co.jp

エイチ・エス証券
海外投資のエイチ・エス証券を
旗印に、特色ある外国債券、株式
をご提供しています。スマホで簡
単に株取引ができる「スマ株」も
好評です。
TEL．03-4560-0200（代）
http://www.hs-sec.co.jp

永和証券
当社はお客さまの立場に立って、
信頼と安心をもたらす情報とサー
ビスの提供、地域に根付いた地
域特化、密着型の企業を目指し
ています。
TEL．06-6231-9291
http://www.eiwa-sec.co.jp

SMBCフレンド証券
三井住友フィナンシャルグループ
の一員である当社はグループ企
業との連携を強化し「お客さまか
ら『ありがとう』と一番言われる証
券会社」を目指します。

0120-03-1997
http://www.smbc-friend.co.jp

アイザワ証券
アジア株No.1宣言！

アイザワ証券は
アジア株の取扱市場数No.1

0120-311-434（コールセンター）
http://www.aizawa.co.jp/

あかつき証券
「お客様と共に栄える」方針で、人
と人とのお付合いを大切に守り、
百三十余年にわたり個人投資家
の方々から信頼とご愛顧を頂い
ている伝統ある証券会社です。
TEL．03-5641-7810
http://www.akatsuki-sc.com

アクションプランニング
ファイナンシャルプランナーが、
相談者の立場に寄り添った家計
の相談をいたします。

TEL.075-708-2553
http://actionplanning.co.jp/

アクションラーニング
公認会計士が個人投資家に、株
主価値を重視した長期投資を解
説しています！

0120-009-104
http://e-actionlearning.com/

アドバイザーズ
独立系金融マンが、中立の立場で、
生涯の専任アドバイザーとして、資
産形成をお手伝いいたします。経
済・金融セミナー随時無料開催中！
関東財務局長（金仲）第426号
TEL．03-3239-4581
http://advisors.co.jp/

阿波証券
フェイスtoフェイスでベストサー
ビスを合言葉に徳島で生まれ育
ち68年。今後ともお客様満足を
第一に堅い信頼と高い実績を築
いてまいります。
TEL．088-652-8111
http://www.pawa.co.jp
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札幌証券取引所
素材の宝庫クリーン北海道から、可能性を求め高い志を持つ経営者
を応援します。

〒060-0061　札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１
TEL： 011-241-6171
URL：http://www.sse.or.jp

東京証券取引所（日本取引所グループ）
東証では、小学生から社会人まで幅広い層を対象に金融リテラシー
の向上を目指し様々なプログラムを提供しています。

〒103-8220　東京都中央区日本橋兜町2番1号
TEL: 03-3666-0141（代表）
URL: http://www.jpx.co.jp

大阪取引所（日本取引所グループ）
大阪取引所ホームページの「北浜博士のデリバティブ教室」には、定期
的に有識者コラムを掲載しています。

〒541-0041　大阪市中央区北浜一丁目８番16号
TEL：06-4706-0800
URL：http://www.jpx.co.jp

名古屋証券取引所
名証は、上場企業と投資家双方にとって、効果的で効率的なIRイベン
トを多数企画しています。「企業と投資家を結ぶ橋渡し」の役割も果た
している証券取引所です。

〒460-0008　名古屋市中区栄三丁目8番20号
TEL: 052-262-3171
URL: http://www.nse.or.jp/

福岡証券取引所
福証は、九州とその周辺地域を主要な活動エリアとし、市場機能を通
じて、地域産業の育成、地域経済の活性化及び地域とアジア企業との
連携に貢献します。

〒810-0001　福岡市中央区天神二丁目14番2号　福岡証券ビル
TEL：092-741-8231
URL：http://www.fse.or.jp/

三菱UFJ信託銀行
お客様のライフプランにあった、
資産運用・資産配分（ポートフォ
リオ）のご提案をいたします。退
職金の資産運用も三菱UFJ信託
銀行にご相談ください。

0120-349-250
http://www.tr.mufg.jp

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
三菱UFJフィナンシャル・グルー
プの総合力を柔軟に活かし、資
産運用はもちろん、資産承継な
どさまざまな金融ニーズにワンス
トップでお応えします。
TEL．03-6213-8500
www.sc.mufg.jp

水戸証券
水戸証券は、

顧客・株主・社員に
BESTを尽くす企業でありたい

TEL．03-3273-0310
http://www.mito.co.jp/

ゆとりある未来を応援します。
むさし証券

丁寧でよりきめ細かいサービス
を提供し、お客様から親しまれ信
頼される地域密着型の証券会
社を目指しています。

TEL．048-646-5634
http://www.musashi-sec.co.jp/

明和證券
当社は、「資産運用のパートナー」
として、お客様とのふれあいを大
切にし、最良のアドバイザーを目
指します。

TEL．03-6891-4560
http://www.meiwa-sec.co.jp

山和証券
独立系証券ならではの厳選され
た各種投資信託などの商品をご
用意し、お客様一人ひとりのニー
ズに合った資産運用をご提案し
ます。
TEL．03-3668-5412
http://www.yamawa-sec.co.jp

豊証券
豊証券は、株式・投資信託など、
各種商品を取り揃えお客様の多
様なニーズにお応えできるよう努
めてまいります。

TEL．052-251-3311（大代表）
http://www.yutaka-sec.co.jp

日の出証券
「あなたとの対話　大切にしてい
ます」お客様との対話を通じて、
資産運用アドバイザーとなる　こ
の使命に総力をあげて邁進して
まいります。
TEL．06-6205-7731
http://www.hinodeshouken.com

ひろぎんウツミ屋証券
ひろぎんウツミ屋証券は時代を
先取りした「証券Bank」として“貯
蓄から投資”を担ってまいります。
今後ともご愛顧のほど宜しくお
願い申し上げます。

0120-506-084
http://www.hirogin-utsumiya.co.jp

廣田証券
大正7年の創業以来株式一筋、
お客様本位の的確な投資アドバ
イスをご提供いたします。

TEL．06-6201-1181
www.hirota-sec.co.jp

二浪証券
二浪証券（フタナミ）1919年（大
正8年）の創業以来、地域に深く
根ざした堅実経営で､お客様の
ニーズにキメ細かくお応えしてい
ます。
TEL．089-941-5191
http://www.futanami-sec.co.jp/

ふくおか証券
ふくおか証券は地域に根差した
“こまめ”なサービスと投資アドバ
イスに努めます。＝あなたのいち
ばんに。＝

0120-066-263 
http://www.fukuoka-sec.co.jp

松阪証券
お客様ひとりひとりのニーズにお
応えすることが、我々の役目です。
お客様ひとりひとりのために『Only 
one』のサービスを提供します。

TEL．0598-26-2111
https://www.matsusaka-sec.co.jp/

丸三証券
1910年創業、
東証１部上場。
健全な財務体質で
定評があります。

TEL．03-3238-2203
http://www.marusan-sec.co.jp/

みずほ信託銀行
みずほ信託銀行は「お客さまから
最も信頼される信託銀行」をめ
ざして、信託のちからをフルに発
揮します。

0120-087-555
http://www.mizuho-tb.co.jp/

みずほ証券
「総合金融コンサルティンググルー
プ」の唯一のフルライン証券とし
て、お客さまから選ばれる存在に
なることを目指します。

0120-324-390
http://www.mizuho-sc.com

東洋証券
おかげさまで東洋証券は2016年
12月1日で創業100周年。お客様
の信頼に応えられる質の高いサー
ビスを提供してまいります。
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http://www.toyo-sec.co.jp

内藤証券
内藤証券株式会社（金融商品取
引業者）近畿財務局長（金商）第
24号加入協会：日本証券業協会

TEL．0077-78-7110
http://www.naito-sec.co.jp

徳島合同証券
直接金融を通じ

人々の生活の向上を支える
企業を応援する。

TEL．088-625-7171
www.tg-sec.co.jp

西村証券
「皆様に愛されて半世紀」
今後、さらに迅速かつ高度なサー
ビスを提供し、お客様の資産形
成のベストアドバイザーを目指し
ていきます。
TEL．075-221-2155
http://www.nishimura-sec.co.jp

特定非営利活動法人
日本IFA協会

主たる事業：IFA事業者への情報
発信・企業IR活動支援(セミナー
開催）・金融リテラシー普及活動

TEL.03-5357-7378
http://jacifa.blog.fc2.com/

日本アジア証券
「再生可能エネルギー」

「アジアの成長」
に金融面から取り組んでいます！

コールセンター0120-975-130
http://www.ja-securities.jp/

浜銀TT証券
横浜銀行グループの浜銀TT証
券は、東海東京証券のノウハウと、
横浜銀行のネットワークを融合
し、地域における一段上のサー
ビスをご提供します。

0120-807-776
http://www.hamagintt.co.jp

光証券
お客様資産の『増強』を目指し、
日米株式・ラップ口座・投資信託
と多様な商品と情報を提供。企
業への貢献のため、ビジネスアイ
デアファクトリーを始業しました。
TEL．078-391-2305
http://www.hikarishoken.com/

ばんせい証券
誠実・誠意をモットーに、お客様
と社会の利益に貢献してまいり
ます。これからも当社独自の魅力
ある金融商品をご提案させてい
ただきます。

0120-937-590
http://www.bansei-sec.co.jp/

59 2017.Spring.vol.92

58_59_9887348412901.indd   59 2017/01/13   20:14:44


