2013 年 4 月 17 日

Press Release
楽天証券株式会社

竹中平蔵氏、榊原英資氏など著名人が多数講演！

楽天証券サービス開始14周年記念投資セミナー開催
楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都品川区、以下「楽天証券」）
は、2013年6月に大阪、7月に東京の2カ所で、ラジオNIKKEIと共催の「楽天証券サービス開
始14周年記念投資セミナー」を開催いたします。
両会場とも、元金融担当大臣で慶応義塾大学グローバルセキリティ研究所所長兼教授の
竹中平蔵氏、元大蔵省(現・財務省)財務官で青山学院大学教授の榊原 英資 氏にご登壇いだ
きます。
2014 年からスタートする「日本版 ISA（少額投資非課税制度）」をテーマにした対談や話
題の投資信託・ETF に関するミニセミナーなど、お客様の資産形成の一助となる講演も多
数予定しております。本セミナーは、東京・大阪合わせて 8,000 名のお客様を無料でご招
待いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 開催概要 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

開催概要

―

大阪会場
・

日時：2013 年 6 月 23 日（日）10：00～16：35（受付開始

9：30）

・

会場：大阪国際会議場グランキューブ大阪（大阪市北区中之島 5-3-51）

・

定員：2,500 名

・

参加費：無料

・

お申込期間：2013 年 4 月 18 日（木）～6 月 9 日（日）23：59

※応募者多数の場合は抽選となります。
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－

東京会場
・

日時：2013 年 7 月 7 日（日）10：00～16：45（受付開始

・

会場：両国国技館（東京都墨田区横網 1-3-28）

・

定員：5,500 名

・

参加費：無料

・

お申込期間：2013 年 4 月 18 日（木）～6 月 23 日（日）23：59



タイムテーブル

－

大阪会場

9：30）

※応募者多数の場合は抽選となります。

10：00～10：05

オープニング挨拶 楠雄治（楽天証券 代表取締役社長）

10：05～10：55

竹中 平蔵 氏 （慶応義塾大学教授 グローバルセキュリティ研究所所長）

11：00～11：50

未定

11：55～12：25

企業 IR

12：25～13：10

昼休憩

13：10～14：00

榊原 英資 氏 （青山学院大学教授/元大蔵省(現・財務省)財務官）

14：05～14：55

未定

14：55～15：10

休憩
「日本版 ISA スペシャル対談（仮）」

15:10～15：40

竹川 美奈子 氏 （LIFE MAP,LLC 代表/ファイナンシャル・ジャーナリスト）
＆山崎 元 （楽天証券経済研究所 客員研究員）対談

15：45～16：35

寺島 実郎 氏 （財団法人日本総合研究所 理事長/多摩大学 学長/株式会
社三井物産戦略研究所 会長）
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－

東京会場

10：00～10：10
10：10～11：10

オープニング挨拶 楠雄治（楽天証券代表取締役社長）
竹中平蔵氏 （慶應義塾大学総合政策学部教授・グローバルセキュリティ研究
所所長）

11：15～11：45

企業 IR

11：50～12：40

堀古 英司 氏 （ホリコ・キャピタル・マネジメント CEO）

12：40～13：20

昼休憩

13：20～14：10

澤上篤人 氏

（さわかみ投信 取締役会長）

「日本版 ISA スペシャル対談（仮）」
14：15～14：45

竹川 美奈子 氏 （LIFE MAP,LLC 代表/ファイナンシャル・ジャーナリスト）
＆山崎 元 （楽天証券経済研究所 客員研究員）対談

14：45～15：00

休憩

15：00～15：50

福永 博之 氏 （株式会社インベストラスト代表取締役）

15：55～16：45

榊原 英資 氏 （青山学院大学教授/元大蔵省(現・財務省)財務官）

■

講師紹介
・ 竹中 平蔵 氏

（慶応義塾大学グローバルセキリティ研究所 所長兼教授）

1951 年、和歌山県生まれ。経済学博士。一橋大学経済学部卒業後、73 年日本開発銀
行入行、81 年に退職後、ハーバード大学客員准教授、慶応義塾大学総合政策学部教
授などを務める。01 年、小泉内閣の経済財政政策担当大臣就任を皮切りに金融担当
大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任。04 年参議院議員に当選。06 年 9
月、参議院議員を辞職し政界を引退。現在、慶応義塾大学グローバルセキリティ研
究所所長兼教授。（社）日本経済研究センター研究顧問、アカデミーヒルズ理事長、
（株）パソナ会長などを兼職。
・

榊原 英資 氏

（青山学院大学教授/元大蔵省(現・財務省)財務官）

1941 年生まれ。64 年東京大学経済学部卒業、69 年ミシガン大学経済学博士号取得。
1965 年大蔵省入省、95 年に同国際金融局長、1997 年に同財務官に就任。財務官時
代には外為市場への介入を積極的に実施したことなどから“ミスター円”の異名を
もつ。99 年の大蔵省退官後、慶應義塾大学教授就任、同グローバルセキュリティリ
サーチセンター・ディレクター、早稲田大学教授を経て 2010 年 4 月より青山学院大
学教授となる。著書に『日本人はなぜ国際人になれないのか』
（東洋経済新報社）、
『君
たちは何のために学ぶのか』（文藝春秋）、『為替がわかれば世界がわかる』（文藝春
秋）、
『強い円は日本の国益』
（東洋経済新報社）
、
『メルトダウン
融恐慌」の深層』（朝日新聞出版）などがある。
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21 世紀型「世界金

・

寺島

実郎 氏

（財団法人日本総合研究所 理事長/多摩大学 学長/株式会社三井

物産戦略研究所 会長）
1947 年北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程終了後、三井物産
入社。
米国三井物産ニューヨーク本店業務部情報・企画担当課長、ワシントン事務所長、
三井物産戦略研究所所長、三井物産常務執行役員、早稲田大学アジア太平洋研究
科教授などを歴任。現在、財団法人日本総合研究所理事長、多摩大学学長、三井
物産戦略研究所会長。
『サンデーモーニング』
『報道 STATION』
『ウェークアップ！ぷらす』等数々のメ
ディアに出演。著書に『脳力のレッスン（I～III）』
『二十世紀から何を学ぶか（上・
下）』『世界を知る力
・ 澤上篤人氏
1947 年

日本創生編』など多数。
（※大阪会場のみ）

（さわかみ投信

取締役会長）

3 月 28 日生まれ 愛知県出身。

70 年から 74 年までスイス・キャピタル・インターナショナルにてアナリスト兼フ
ァンドアドバイザー。その後、80 年から 96 年までピクテ・ジャパン代表を務める。
96 年にさわかみ投資顧問を設立し、99 年には日本初の独立系投資信託会であるさ
わかみ投信を設立。
「さわかみファンド」1 本のみの運用で、純資産は 2,600 億円、
顧客数は 11 万人を越え日本における長期運用のパイオニアとして熱い支持を集め
ている。販売会社を介さない直販にこだわり、長期投資の志を共にできる顧客を
対象に、長期保有型の本格派投信「さわかみファンド」を運営している。
.
・

堀古

英司 氏

（ホリコ・キャピタル・マネジメント CEO）

東京銀行（現三菱東京 UFJ 銀行）為替資金部ドル・円ディーラー、部長代理、同
ニューヨーク支店バイス・プレジデントを歴任した後、ニューヨークにてファン
ドマネージャーとしてヘッジファンドの運用に携わる。現在、ホリコ・キャピタ
ル・マネジメント LLC の最高運用責任者。関西学院大学経済学部卒、米ニューヨ
ーク大学大学院（ビジネススクール）にて金融専攻、経営学修士（MBA）。テレビ
東京「ニュースモーニングサテライト」、
「ワールドビジネスサテライト」を始め、
テレビ、ラジオ番組に多数出演中。
・

福永 博之 氏

（株式会社インベストラスト 代表取締役）

IFTA 国際検定テクニカルアナリスト。 日本勧業角丸証券（現・みずほインベス
ターズ証券）から楽天証券に移り、マーケティング部マネージャー、投資情報室
長、経済研究所チーフストラテジストを経て 現職。ラジオ NIKKEI（木曜、ザ☆
スマート・トレーダーPLUS）、日経 CNBC（月曜、朝エクスプレス）にレギュラ
ー出演中のほか、ビジネス・ブレークスルー大学 オープンカレッジ株式・資産形
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成力養成講座講師も務める。また、金融機関など法人向けの講座も行っている。
「ダ
イヤモンドザイ」ではテクニカル分析の連載を行っているほか、執筆多数。
（※東京会場のみ）
・

竹川 美奈子 氏

（LIFE MAP,LLC 代表/ファイナンシャル・ジャーナリスト）

出版社や新聞社勤務を経て独立。2000 年フィナンシャル・プランナー資格を取得。
2009 年 LIFE MAP,LLC 設立。新聞や雑誌、書籍などで幅広く取材・執筆活動を
展開するいっぽう、投資信託や ETF（上場投信）、マネープランセミナーの講師な
どを務める。近著『一番やさしい！一番くわしい！はじめての「投資信託」入門』
（ダイヤモンド社）のほか、著書多数。投資家の交流会「コツコツ投資家がコツ
コツ集まる夕べ」発起人の 1 人。
.
・

山崎 元（楽天証券経済研究所

客員研究員）

1958 年北海道生まれ。81 年東京大学経済学部卒。三菱商事、野村投信、住友信託
銀行、山一證券、UFJ 総研などを経て、2005 年から現職。雑誌やウェブサイトで
多数連載を執筆し、テレビのコメンテーターとしても活躍。
著書に『お金の教室』、
『ほったらかし投資術』
、『お金とつきあう 7 つの原則』他
.以上
【手数料等およびリスクの説明について】
弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担
いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれが
あります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホー
ムページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締
結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
商号等：楽天証券株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
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【手数料等およびリスクの説明について】
弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担
いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれが
あります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホー
ムページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締
結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
商号等：楽天証券株式会社（楽天証券ホームページ）
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
【お問い合せ先】
楽天証券株式会社 編成部 広報（担当：中原）
TEL：03-6739-1466 Mail：pr@rakuten-sec.co.jp

-6-

