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資産形成

鎌倉投信が定義する「投資の果実」は、

「資産形成×社会形成×豊かなこころの形成」です。
こころの形成については個人によって異なるため、この運用報告では、

投資の果実としての「資産形成」と「社会形成」 について報告します。

「結い 2101」 運用報告

11月の日本株式市場

11月の日本株市場は下落しました。衆院選で政権与党が過半数の議席を確保したことや、
岸田内閣による大型の経済対策が好感された一方、米国や中国での物価上昇率の加速に対
する警戒感から、日本株市場は上旬から下旬にかけて一進一退の動きとなりました。月末
にかけては、欧州での新型コロナウィルス感染の再拡大や、アフリカ南部で新たな変異
ウィルスが検出されたことを受け、経済活動の正常化が後退するとの懸念から大幅に下落
しました。TOPIX（東証株価指数）は前月末比で3.6%、TOPIX Small（小型株指数）は
同5.9%それぞれ下落しました。業種別では、電気機器、精密機器、金属製品などが上昇し
た一方、空運業、鉄鋼、水産･農林業などが下落しました。

11月の「結い 2101」

「結い 2101」の11月の基準価額は、前月末比－3.5%の20,511円となりました。持続的
な業績拡大が期待された「デジタルハーツホールディングス」や「LITALICO」等が上昇し
た一方、7-9月期業績が前年同期比で減益となったことが嫌気された「オイシックス・
ラ・大地」や「ソウルドアウト」等が下落しました。投資行動では、「アドバネクス」さ
んと「ホープ」さんを全売却し、新規組入をおこなわなかったことから、11月末時点の
「結い 2101」の組入会社数は前月末から2社減少し、67社となりました。株式組入比率は、
株式相場が下落した影響を受け、前月末から低下し、64.2%となりました。債券組入比率
は、前月末から変わらず、2.2%です。「アドバネクス」さんと「ホープ」さんの保有株式
を全売却し、投資を継続しないこととした理由は次のとおりです。

「アドバネクス」さんについては、高い良品率と生産性をあわせ持つ強みを活かし、自
動車やオフィス機器、医療機器向けの精密部品提供を通じて、私たちが暮らす世界を支え
る「いい会社」として、2017年3月に投資を開始しました。しかしながら、2018年8月に開
催された株主総会において、同社の大口取引先である一株主から提出された動議と強引な
議事運営により、その後の経営に混乱を招き、社員・取引先・株主等に不安、不信をもた
らしたにも拘わらず、本騒動収束に向けた経営陣による積極的な努力が十分ではないこと
を懸念していました。また、2020年の株主総会において上記株主の代表取締役が同社の取
締役に選任されたことにより、利益相反の虞が拭えないと考えました。これらの懸念につ
いて、会社側と対話を重ねてきましたが、透明性の高いガバナンス確立に向けた対応につ
いて確証を得られるに至りませんでした。こうした事情に鑑み、残念ながら全売却するこ
ととしました。

「ホープ」さんについては、自治体に特化した広告や広報誌などのサービス提供を通じ
て自治体の財源確保を支援する「いい会社」として、2017年8月に投資を開始しました。
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社長の鎌田が講師となり、受益者の皆様に新年のあ
いさつをおこなうとともに、人気連載「運用で失敗し
ないために大切なこと」（2019年11月～2020年4月 16
回シリーズ）の内容をアップデイトして解説します。
新年のスタートに、心穏やかにシンプルな投資を続

けるための考え方について、学んでみませんか？

＜概要＞
日時 2022年1月15日（土）

10:30-11:30
会場 WEB開催（Zoomウェビナー）
対象 どなたでも参加可（無料）
定員 1,000名

新春セミナー

資産運用で失敗しないために大切なこと
～心穏やかにシンプルな投資を続けるには？～

申込はこちら

（次頁へつづく）

https://www.kamakuraim.jp/events/detail/---id-122.html
https://www.kamakuraim.jp/events/detail/---id-122.html
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社会形成

投資が育む豊かな
社会の創造

社会課題を解決し、グローバルに活躍する「匠」

長田 陽平 （資産運用部
ファンドマネージャー）

2013年総合リース会社
に入社。資金調達や決算
業務を経験した後、プロ
ジェクトファイナンス等のフ
ロント業務に携わる。２０２
０年１０月に鎌倉投信に入
社。東京生まれ、千葉育ち。

｢結い 2101」は「人・共生・匠」の３つのテー
マにもとづいて投資先企業を選定しています。そ
のうち「匠」については、受益者総会のアンケー
トで、「『いい会社』の投資テーマとして
『人』・『共生』は理解できるが、『匠』が含ま
れる理由がわからない」や、「『匠』の要素はな
くても構わないので、収益性が高く、グローバル
に活躍する企業に注目をして欲しい」という趣旨
の意見をいただきました。そこで、今回は「匠」
に投資する意味合いを整理してみます。

１．社会課題を解決する「匠」

「結い 2101」が「匠」を投資テーマの１つにしている理由は、社会課題の
解決に「匠」企業の技術やサービスが欠かせないと考えているからです。こ
れまでも、テクノロジーの進歩が様々な社会課題の解決に貢献してきました。
例えば地球温暖化という社会課題解決に向けて注目されている電気自動車は
数多くの「匠」の企業が支えていて、投資先企業もその分野で活躍していま
す。電気自動車のバッテリーの計測技術を提供する堀場製作所さん、二次電
池の材料となるジルコニウム化合物を扱う第一稀元素化学工業さんなどです。
また高齢化社会が進展していく中で、健康寿命の延伸という社会課題の解決
に高い医療技術は欠かせません。歯科治療用のハンドピースを扱うナカニシ
さん、手術用縫合針、眼科・鼻腔内手術用ナイフなどの医療機器を扱うマ
ニーさんも「匠」の会社です。10月の運用報告会では、「匠」の企業が社会
課題の解決に役立っている事例を紹介しました。My鎌倉倶楽部に動画を掲載
していますので、ご覧ください。

２．グローバルに活躍する「匠」

経済産業省は2020年6月「グローバルニッチトップ企業100選」を選定しま
した(※１)。厳しい経済環境でもニッチ分野で勝ち抜いている企業や、サプ
ライチェーン上で重要な部素材等を提供する企業です。こうした企業は高い
世界シェア（平均43.4％）と営業利益率（平均12.7％）を誇ります。この100
選には｢結い2101」の企業が5社選定されています。
以上のとおり「匠」の企業は、社会課題の解決に重要な役割を果たし、グ

ローバルに活躍し、高い利益率を出している企業もあるため、重要な投資
テーマであると考えます。これからも「匠」の企業の活躍を紹介していきま
す。（資産運用部 長田）

出所：経済産業省

（※１）
https://www.meti.go.j
p/policy/mono_info_se
rvice/mono/gnt100/pdf
/2020_gnt100_company_
list.pdf

（※２）
https://www.meti.go.j
p/press/2020/06/20200
630002/20200630002-
2.pdf

その後、同社は2018年に自治体向けの電力小売り事業に参入しました。鎌倉
投信では、市場性の高い当該事業の運営について、リスク管理方針や自己資
本拡充の必要性などについて意見交換してきました。その最中、2020年12月
から翌年1月まで続いた日本卸電力取引所（JEPX）の価格高騰の影響を受け、
同社は巨額の損失を計上し、債務超過に陥りました。これを受け、鎌倉投信
では、自治体の財源確保に貢献しようとする同社の「社会価値」については
引き続き評価しながらも、「いい会社」の基礎的要素である「持続的価値」
の観点から、同社株の保有比率を等金額投資目標比率の半分以下に引き下げ、
追加買付を見合わせる対応をとりました。その後も、資本政策や電力小売り
事業の運営方針、財務体質の改善状況などをフォローアップしてきましたが、
2021年11月に発表された同社業績や、足下でJEPXの価格が再上昇している状
況を鑑み、財務体質の改善には想定以上の時間を要するとの判断から、残念
ながら全売却の方針とした次第です。（資産運用部 五十嵐）

五十嵐 和人 （資産運用部長

ファンドマネージャー）

国内銀行、外資系生命保険会
社、日系運用会社を通じ、日
本株のファンドマネージャーと
して20年以上資産運用業務
に携わる。2020年4月に鎌倉
投信に入社。山形生まれ、山
形育ち。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/gnt100/pdf/2020_gnt100_company_list.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630002/20200630002-2.pdf
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匠
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株式
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債券
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キャッシュ等

33.6%

ポートフォリオの資産構成比 投資先のテーマ別構成比 株式の規模別構成比

有価証券の市場別構成比 投資先の業種別構成比

開示基準に達した
新規投資銘柄の開示
（2021年11月末時点）

現在、未開示の投資先はありません。

投資先企業上位１０社

（6社）

（23社）

（25社）

（19社）

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300（代表） FAX 050-3536-3301

© Kamakura Investment Management Co.,Ltd.

等金額投資をしているため基本的に投資先の構成
比は同一ですが、時価変動等により基準構成比を
大きく上回っていないかを確認するための参考とし
て組入上位10社を表示しています。

株式の内、時価総額5,000億円以上の銘柄を大型株、
時価総額1,000億円以上の銘柄を中型株、時価総額が
1,000億円未満の銘柄を小型株としています。

「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の

長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の

株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。

⚫ これからの日本に必要とされる企業

⚫ 顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、
持続的で豊かな社会を醸成できる企業

⚫ 優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業

⚫ 循環型社会を創る企業

⚫ 日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業

運用方針

基準日：2021年11月末日

（61社）

信託財産の状況（比率は時価ベース）

各「いい会社」への投資理由等は、
鎌倉投信のホームページで紹介
しています。
『鎌倉投信 いい会社』で検索！
是非ご覧ください♪

https://www.kamakuraim.jp/docu
ment/the-company-finder/
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機械

12%

化学

10%

サービス業

10%

その他製品

9%

電気機器

9%

食料品

8%

小売業

7%

情報・通信業
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精密機器
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輸送用機器
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水産・農林業

3%
パルプ・紙

2%

陸運業

2%
卸売業
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ガラス・土石製品

2%

医薬品

2%
金属製品

1%

繊維製品

1%

純資産

総額比

3676 デジタルハーツホールディングス 匠 1.3% ITで世界に通用する匠と呼べる、いい会社

7157 ライフネット生命保険 人 1.3% 新たな金融を創造する、いい会社

7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 人 1.3% 障碍のない社会をつくる、いい会社

6965 浜松ホトニクス 匠 1.3% 人類がまだ誰も挑んだことのない領域へ挑戦する、いい会社

7309 シマノ 匠 1.3% 「こころ躍る製品」で人々の生活を豊かにする、いい会社

7956 ピジョン 人 1.3% 「愛」を経営理念に掲げる、いい会社

2220 亀田製菓 共生 1.3% 家族みんなが働く、いい会社

3891 ニッポン高度紙工業 匠 1.3% 紙を高付加価値商品に変える、いい会社

7821 前田工繊 共生 1.3% 地域社会とともに発展を目指す、いい会社

7740 タムロン 匠 1.3% ファンの多いニッチな、いい会社

コード 鎌倉投信の視点テーマ会社名

大型株

9.7%

中型株

30.6%

小型株

59.7%

東京一部

83.6%

東京二部

0.8%

ＪＡＳＤＡＱ

7.2%

マザーズ

5.0%
非上場

3.4%

https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/
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収益分配金込基準価額の推移

基準価額の推移

設定日（運用開始日）2010年3月29日

基準価額の推移 運用成績

各年の収益率

収益分配金の実績

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300（代表） FAX 050-3536-3301

© Kamakura Investment Management Co.,Ltd.

収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通

じて得た収益の一部をお客様に分配するもので

す。分配をおこなった場合は、決算日の基準価額

が1万口あたり分配金額だけ下がります。「結い

2101」は自動的に分配金相当額を分配後の

基準価額で再投資する仕組み（分配再投資専

用）になっています。

✓ 分配金額は1万口あたりの金額です。
✓ 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証する
ものではありません。

✓ 「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度を
確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を掲載しています。

✓ 青色のグラフは、各年内の基準価額の最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベー
ス）、および各年末の基準価額を、各前年末の基準価額と比較した場合の収益率を表しています。

✓ 黄色のグラフは、各年内のTOPIXの最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、
および各年末のTOPIXを、各前年末のTOPIXと比較した場合の収益率を表しています。

✓ リターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を
再投資した場合の分配金込の数値です。実際の個別
のお客様の収益率とは異なります。

✓ 年率換算（5年）のリターンとは、直近5年間の収益
分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示した
ものです。

✓ 年率換算（5年）のリスクとは、直近5年間の収益
分配金込基準価額の日次騰落率の1標準偏差を
年率換算で表示したものです。

✓ シャープレシオ 年率換算（5年）とは、年率換算
（5年）のリターンの値を年率換算（5年）のリスクの値
で除したものです。リスク1単位あたりのリターンの
大きさを表し、一般的に、運用の効率性を測ることが
できるといわれています。

✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%（年率・税込）
を控除後のものです。

✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を
保証するものではありません。

✓ 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかった（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再投
資した）ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出しています。

運用パフォーマンス

概況

基準価額とは、投資信託の純資産総額

を総口数で割ったもので、1万口あたり

の時価（評価額）で表示します。

基準価額は主に、組み入れ有価証券等

の価格の上下動によって変動します。

純資産総額とは、投資信託の信託財産を時価で

評価した資産総額から負債総額を控除した金額

のことです。この純資産総額は主に、 ①皆様の

設定解約 と ②組み入れ会社の株価等の上下動

によって変動します。 ※ 純資産総額の百万円未満

は切り捨てて表示しています。

うち「定期定額購入」を

選択されている顧客数

11,328人

基準価額 20,511円 顧客数 21,701人純資産総額 47,237百万円

基準日：2021年10月末日
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基準日：2021年1１月末日

1ヵ月 -3.5%

1年 -0.9%

3年 7.7%

5年 27.6%

設定来 112.6%

リターン 5.1% (A)

リスク 9.5% (B)

リターン÷リスク 0.5 (A)÷(B)

シャープレシオ  年率換算（5年）

リターン

年率換算（5年）

第4期 2013年7月19日 500 円

第10期 2019年7月19日 0 円

第11期 2020年7月20日 0 円

第12期 2021年7月19日 0 円

設定来合計 500 円

…



運用報告会とは？
受益者の皆様を対象に、7月のファンド決算、３月の年度末
に対応して、半年に1度「結い 2101」の運用状況、今後の
運用方針、投資先企業の状況などについて、運用者から報
告する場です。今回の記事では、2021年秋期「結い 210
1」運用報告会の一部を対談形式でお伝えします。

◼ 運用基本理念について

上林：まずは運用基本理念を確認しましょう。この運用基本
理念に合った「いい会社」とはどんな会社でしょうか？

五十嵐：「結い 2101」では、３つの価値基準で「いい会
社」かどうかを評価しています。また、「個性価値」をさらに
細分化し、３つのテーマと９つの評価視点で判断しています。

上林：よく「ESG投資と何が違うのでしょうか」という質問を、
お客様からいただきますが、この点はいかがでしょう？

五十嵐：ESG投資では、形式的なアンケートを通じた総合
評価であることに対し、「結い 2101」では、直接面談を通
じて主観的に評価しているという点で異なっています。

◼ 資産形成の状況

上林：目標リターン（信託報酬控除後で4%）、目
標リスク（年率10%以下）を設定していますが、
こういった目標設定をおこなうことは一般的なの
でしょうか？

五十嵐：一般的な日本株のアクティブファンドだ
と、TOPIXなどをベンチマークとして、そのリター
ンを上回ることを目標にしていることが多いです。
一方、「結い 2101」では、安定した運用をおこ
なえるように、目標のリスクとリターンを当社で個
別に設定しています。

上林：では目標リスク（年率10%以下）を達成す
るために、どのようなリスク管理をおこなっている
のでしょうか？

五十嵐：株式とキャッシュの構成比率を調整する
ことによって、リスクを抑えながら、目標とするリタ
ーンの達成を目指しています。
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ファンド管理部
上林（進行役）

資産運用部
長田 五十嵐

「結い 2101」秋の運用報告会 その1

※上記はあくまでも目標であり、将来の運用成果を保証
するものではありません。

【運用基本理念】
お客様から託された資産の長期的な成長と、社会の
持続的発展の両立のために、 事業性と社会性を兼
ね備える「いい会社」に投資する。

※有担保コール翌日物または無利息金銭信託

社会
価値

• 本業を通じて社会課題を解決する会社か
どうか、本業を通じて社会に貢献する会社
かどうか

• 「結い 2101」の受益者が応援したいと思
える会社かどうか

個性
価値

会社固有の独自性（個性）・優位性・創造性
• 「人」：人財を活かせる会社
• 「共生」：持続的社会を創造する会社
• 「匠」：日本の巧みな技術・感動的なサー
ビスを提供する会社

持続的
価値

• 会社が存続する上で、なくてはならない基
礎的要素を持つ

• 長期にわたり持続的に会社を経営する力
と財務的な力

３つの価値基準

３つのテーマと9つの評価視点

人
人財を活かせる

会社

共生
持続的社会を
創造する会社

匠
日本の匠な技術・
感動的なサービスを
提供する会社

社員個人の尊重 顧客・取引先
商品・サービスの
優位性・独自性

企業文化 地域社会
市場性
収益性

経営姿勢 自然環境
変化への対応力
革新性
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◼ 運用成績について

上林：「結い 2101」の運用を開始した2010年3月から
直近（2021年9月30日）までの運用成績を振り返って
みましょう。

五十嵐：上のグラフを見ていただくと、目標としている年
率４％（信託報酬控除後）のリターンを達成していること
が確認できます。

上林：設定来から計算すると、年率7.4%のプラスになっ
ていますね。ちなみに、直近1年間だといかがでしょうか？

五十嵐：直近1年間でも目標としている年４％（信託報酬
控除後）のリターンは達成していますが、TOPIX（東証株
価指数）には、大きく劣後しました。

上林：「結い 2101」では、TOPIXをベンチマークとし
ていませんが、これだけ劣後した要因があれば教えてく
ださい。

五十嵐：2020年11月以降、コロナワクチンの普及をうけ、
経済が正常化するのではないかという期待を織り込んで、
株価が上昇してきたと考えています。特に景気回復の恩
恵を得られやすい銘柄（海運業、鉄鋼業など）が大きく
上昇しました。一方、「結い 2101」では、景気変動の影
響を受けやすい銘柄は投資先になりにくい傾向がありま
す。そのため、この1年間を振り返ると、TOPIXを下回る
結果となりました。

◼ 等金額投資について

上林：「結い 2101」の投資手法の１つである「等金額投資」の仕組みに
ついて説明をお願いします。

五十嵐：「結い 2101」の「等金額投資」とは、あらかじめ定めている個別
株式構成比率目標に基づき、その基準から外れたものについて売買をし
て、調整をするというものです。保有する個別銘柄の組入比率を決める際、
「一番上がると考える銘柄を一番たくさん持てばよいのではないか」と思
われるかもしれませんが、「一番上がる」という予測自体の不確実性が高
いと考えます。「結い 2101」では個別銘柄のリターンの予測をおこなわ
ないことで前提条件を減らし、シンプルでわかりやすいポートフォリオ構築
手法をとっています。

上林：たとえば、各銘柄を1%保有すると決めて、株価が値上がりをして、
1%を上回った場合は、基準となるところまで売却をする。1%を下回った
場合は、基準となるところまで買付をするということですね。

◼ 卒業する社員の紹介

最後にご挨拶したかったの
で無理をいって掲載させて
いただきました 。 「結い
2101」での資産形成を継
続いただいたこと、および率
直で多様な意見を寄せてい
ただいたことに感謝申し上
げます。
受益者の皆様の様々な声
が自分の糧になりましたし、
会社の今後の成長にも繋
がると思いますので、引き続
き鎌倉投信とコミュニケーシ

※ 「結い 2101」は収益分配金込基準価額の累積収益率の
推移です。

※ 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかっ
た（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再投資した）
ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出
しています。

※各収益率の推移は、過去の実績を示したものであり、将来
の成果を保証するものではありません。

※ リターン4%は、「結い 2101」が運用目標としている年率
4%（信託報酬控除後）の収益率を表したものです。

※ 「結い 2101」は、ＴＯＰＩＸなどをベンチマークとした運用
はおこなっていませんが、国内株式市場との連動の程度を
確認するため、参考としてTOPIX指数を掲載しています。

◼ 本編動画を限定公開

受益者の皆さま限定で収録
動画を公開しています。
「My鎌倉倶楽部」より視聴
ください。

ョンをとってい
ただけると幸
いです。これま
でありがとう
ございました。
（橋本研一）

基本スタンス
「いい会社」は等しく「いい会社」であるため、
投資ウェイトに差をつけない

手段

1. 株式構成比率目標に基づき、個別銘柄の等金額投資比率
目標を算出

2. 株価変動やファンドの設定・解約により等金額投資比率目
標から乖離した部分を売買によって調整する

理由 事前にリターンを（正確に）予測することが難しいため

効果 前提条件が少なく、シンプルである
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© Kamakura Investment Management Co.,Ltd.

本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供を目的としたもので、投資信託販売用（資料）ではありません。
＜資産運用に関する注意事項＞
投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いします。

◆ 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また、「結い 2101」は、投資者保護基金の保
護対象でもありません。

◆ 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

◆ 本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

◆ 本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づ
き作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

◆ 本資料の利用権は、鎌倉投信に帰属します。

◆ 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事
項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。

◆ 「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。

＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞

鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号

加入協会 ： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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１．お客様情報の更新

※1 毎月27日（休日の場合は翌営業日）お客様が指定した
金融機関の口座から購入額を引落します。

※2 引落日の5営業日後。収納代行会社を通して購入額が
当社に入金されます。

※3 引落日の6営業日後。この日の基準価額で購入します。
※4 引落日の7営業日後。この日に取引報告書を交付します。

入金日※2

1月5日

引落日※1

12月27日

約定日※3

1月6日

受渡日※4

1月7日

「定期定額購入サービス」 取引スケジュール
申込は鎌倉倶楽部へ
お問合せください

✓ 少額から投資が可能
✓ 自動引落だから手間いらず
✓ 購入タイミングを分散

２．投資適正確認事項の更新

氏名・住所、電話番号などの連絡先等が現在の届出内容から変更がないか、確認をお願いします。
当社からお送りする郵送物が転居先不明等でお客様にお届けできない、変更手続にご協力いただけな
い等、お客様との取引継続が困難であると当社が判断した場合、変更手続完了までの間、取引に制限
をさせていただくことがあります。

投資適正確認事項とは、投資経験や投資目的、ご職業などのお客様情報を指します。
法令諸規則に基づき、お客様の知識や経験、資産、投資目的に応じた投資環境を提供するため、定期
的な更新にご協力をお願いします。

投資適正確認事項の照会・更新は、My鎌倉俱楽部（ログイン＞お手続き＞投資適正確認事項）を利
用ください。

My鎌倉俱楽部をお使いでないお客様は、問合せフォームをご利用ください。問合せ項目「住所、氏
名など届出内容の変更」を選択のうえ、問合せ内容に「投資適正確認事項更新」と入力してください。
当社より変更フォームをお送りします。

図1 個人設定画面(ログイン＞お手続き＞個人設定)

届出内容は、My鎌倉倶楽部内の個人
設定画面(図1)または「総合取引口座
お客様控え(以下、お客様控え)」を確
認ください。

My鎌倉俱楽部をお使いでない方は、
当社HPの問合せフォームからお客様情
報の照会・手続書類請求を承ります。

■ 問合せフォーム

https://www.kamakuraim.jp/contact-form

■ My鎌倉俱楽部 利用開始登録・ログイン

https://mkc.kamakuraim.jp/webcustomers/sign_in

「変更する」から書類請求/
変更入力画面に遷移します

https://www.kamakuraim.jp/contact-form/
https://www.kamakuraim.jp/contact-form
https://mkc.kamakuraim.jp/webcustomers/sign_in

