スポンサー
プラチナ・スポンサー
AllianceBernstein
アライアンス・バーンスタイン（AB）は、資産運用業務で 50 年以上の歴史
と経験を有する資産運用会社で、世界の機関投資家、富裕層、個人投資家に
質の高い運用サービスを提供しています。運用サービスには、株式、債券、
マルチアセット、オルタナティブ等があり、それぞれのサービスに特化した
チームが調査・運用を行っています。ニューヨークをはじめ世界 22 カ国 48
都市に拠点を有し、資産運用総額は約 62.5 兆円（約 5,545 億米ドル）です。
日本においても 30 年以上の実績があり、日本市場にも最も早く進出した外
資系資産運用会社のひとつとして、日本を代表する金融機関、機関投資家の
皆さまにお取引いただくと同時に、個人投資家の皆様にも投資信託を提供し
ています。
（2017 年 12 月 31 日現在。米ドル建て資産額の円建て表示の為替
換算レートは、1 米ドル＝112.650 円を用いています）。
アライアンス・バーンスタイン（AB）にはアライアンス・バーンスタイン・
エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。

ゴールド・スポンサー
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズについて
約40年にわたり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、直接的、間接的な当社
の多くのお客様に対して投資⽬的達成に必要なサポートをさせて頂くことに邁進してまいりま
した。 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、機関投資家及び⾦融法⼈のパー
トナーとして、アクティブ運⽤、インデックス運⽤の双⽅を網羅する厳格なリサーチ主導の投資
プロセスを通して、それぞれの運⽤⽬標の達成のお⼿伝いをしています。ステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズがパイオニアとなって開発したSPDRブランドの各種ETFを含む、的
確な投資戦略を顧客と密接に協⼒して構築することを誇りとしています。運⽤資産残⾼が
数兆ドル＊に及ぶスケールとグローバル拠点網を誇る当社は、様々な市場と資産クラスへの
他の追随を許さないアクセスを提供するとともに、専⾨的な洞察と投資ソリューションをお届け
いたします。 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレー
ションの資産運⽤部⾨です。
* 2018 年 3 月 31 日現在の運用資産残高は 2.7 兆ドル（未監査）です。

シルバー・スポンサー
シュローダー・グループのご紹介
シュローダー・グループはロンドンを本拠地とし、ロンドン証券取引所に上場
している、英国屈指の独立系資産運用会社です。1804 年の創業以来 200 年以
上にわたり、長期的な視点のもと、アクティブ運用を中心とする幅広い投資ソ
リューションの提供に取り組んできました。現在、世界 27 カ国に拠点を設
け、運用資産総額は 4,357 億英ポンドに上ります。日本では 1870 年（明治 3

年）
、日本初の鉄道（新橋―横浜間）の敷設における資金調達に貢献するな
ど、古くから日本との交流を深めてきました。1974 年東京に事務所を開設し
て以来、日本株式はもとより、海外株式や債券、マルチアセット、プライベー
ト・アセット、オルタナティブ投資などグローバルな投資機会を日本の投資家
の皆様にご提供しています。
※2017 年 12 月末現在。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースの重要なコンセプト、デ
ータ及びリサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であり、金
融市場の代表的指標である S&P 500®及びダウ・ジョーンズ工業株平均®を算
出しています。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指
数プロバイダーの中で最大規模となっています。当社は 1,000,000 超の指数を
算出し、革新的で透明性のあるソリューションを 120 年以上にわたり構築して
おり、投資家が市場を測定し売買する方法を定義しています。詳細は、
www.japanese.spdji.com をご覧ください。

Dimensional Japan Ltd.
Dimensional Japan Ltd.は 1981 年に米国で創業した Dimensional Fund Advisors
（DFA）の日本拠点です。DFA はファイナンスの学術研究を実用化した投資手
法を世界に先駆けて手がけてきた運用会社です。資本市場に対する強固な信念
のもと、お客さまの投資目標達成のために投資戦略を設計し提供しています。
一貫した投資哲学、高名な金融経済学者との深い協働関係が先進的で独自性の
高い投資アプローチの礎となり、様々な投資戦略を開発しています。2018 年 4
月末現在、世界 9 ヵ国、13 の拠点があり、DFA 全体での運用資産残高は約 64
兆円 (為替換算レート：1 米ドル 109.425 円）となっています。
*“Dimensional” and “Dimensional Fund Advisors” refer to the Dimensional separate but affiliated entities
generally, rather than to one particular entity. These entities are Dimensional Fund Advisors LP,
Dimensional Fund Advisors Ltd.,
DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd.,
Dimensional Japan Ltd., and Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is licensed
by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only
and does not provide asset management services.

トムソン・ロイター
トムソン・ロイターは企業と専門家に向けてニュース・情報を提供する企業グ
ループです。顧客の皆様が信頼できる解を得るために必要となる専門性、テク
ノロジー、情報を提供しています。トムソン・ロイターは 100 年以上の歴史
と共に、世界 100 か国以上の国で事業展開しています。トムソン・ロイター
の株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されてい
ます。詳しい情報は http://thomsonreuters.com をご覧ください。

アセットマネジメント One
アセットマネジメント One 株式会社は、2016 年 10 月 1 日に、DIAM アセッ
トマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投
信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社の 4 社が統合し、新会社として発足
致しました。4 社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集
し、資産運用のプロフェッショナルとして、お客さまの利益を最優先に考え、
もっとも高いレベルで「お客さまの大切な資産運用を預かる者」として責任を
全うする、フィデューシャリーNo.1 を目指します。
詳細は、www.am-one.co.jp をご覧ください。

エグジビター・スポンサー

QUICK FactSet JOINT SALES TEAM
金融情報・分析アプリケーションを提供する FactSet Research Systems Inc.
は、日本経済新聞社グループの QUICK とアライアンスを強化し、両社共同で
ビジネスを展開しています。この強力なパートナーシップにより QUICK
FactSet Workstation をはじめ FactSet の各種ソリューション、クライアント
サービスを拡大し、お客様の業務に一層貢献いたします。詳細は
https://www.factset.com/をご覧ください。

Axioma Inc.
アクシオマは、全社的リスク管理、ポートフォリオ運用、規制報告の各分野
で業界をリードするソリューションを提供する会社です。アクシオマのツ
ール群は、日々世界で 7,000 名を超えるポートフォリオ・マネージャーお
よびリスク管理者のポートフォリオ構築およびリスク・コントロール業務
を支え、その対象とする運用規模は 2 兆ドルを上回ります。アクシオマが
独自開発したクラウド・ベースのソリューションは、フロント、ミドル、バ
ックで一貫した金融分析情報の生成と活用を可能にし、迅速にして正確、か
つ質の高い情報に基づくポートフォリオ管理、リスク管理および法令順守
における意思決定の土台となっています。アクシオマはその革新的なツー
ル、技術および人材により幾多の賞を受賞しており、全世界のリスク管理お
よ び コ ン プ ラ イ ア ン ス 技 術 企 業 ト ッ プ 100 社 を 選 出 す る Chartis
RiskTech100® 2018 において２８位にランクしています。

TAC 株式会社
TAC 株式会社は「資格の学校 TAC」として、資格取得スクールを全国展開
しています。社会人や大学生を対象に、公認会計士、税理士、社会保険労
務士、証券アナリスト、U.S.CPA、司法試験等の資格試験や公務員試験の
受験指導講座を中心に、企業向けの研修事業や出版事業等も手掛けていま
す。CFA® 対策講座は 2003 年に開講し、16 年の実績がございます。日本
で唯一、米国の大手受験指導校「KAPLAN SCHWESER 社」と提携してお
り、Level I、II、III のフルラインナップで、多数の受講生の皆様を合格へと
導いています。TAC CFA® 対策講座は、英語が得意でない方や、ファイナ

ンスや会計の知識がない方にも対応したプログラムになっております。詳
細は www.tac-school.co.jp をご覧ください。

コーポレート・テーブル・スポンサー
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、
「素晴らしい投資体験を
通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義とし
て掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社イ
ンベスコ・リミテッドの日本拠点です。グローバルの運用資産残高は、約
99.4 兆円（2018 年 3 月末現在）となっています。インベスコ・アセット・
マネジメント株式会社は、内外の公的年金・私的年金、事業法人、銀行や
保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略か
らオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービス
を提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投
資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセ
ッ ト・ マネ ジメ ント 株式会 社に 関す る詳 しい 情報 は、 ウェ ブサ イト
www.invesco.co.jp で入手することができます。

