大阪開催

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！
☆☆本年８月：３日間にわたり開催します☆☆
◆会場

TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター (大阪中之島ビル B1F )
住所 〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-2

◆最寄り駅

地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅（7 番出口）徒歩 5 分
京 阪 中之島線「大江橋」駅（1 番出口）徒歩 1 分

◆定員
◆参加費

先着 130 名 （開催日までに「参加証」を郵送します）
無料

第１５回 個人投資家向け会社説明会
プログラム（開催時間：各社 50 分間）
＜ ８月１７日（水） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
高松機械工業 株式会社 （東証 2 部：６１５５）

１３：３０～

講師 代表取締役社長 髙松 喜与志氏
当社は小型CNC 旋盤を主力とする工作機械メーカです。ユーザ毎に最適な加工ラインを構築する為の自
動化システムを自社で開発している事が強みであり、特に自動車産業に多く利用されています。

クリエイト 株式会社 （JQ スタンダード：３０２４）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 福井 道夫氏
給水・排水パイプ・継ぎ手等管工機材の専業商社。全国 37 営業所の販売ネットワークを活かして地域に
密着した営業体制を構築。国内需要低迷への対応策として中国で合弁事業を開始。

株式会社 りそなホールディングス （東証・大証１部：８３０８）
１５：５０～

講師 執行役財務部長 野村 眞氏
りそなグループは、地域に根付いたきめ細かなリレーションの構築と、お客さま本位のビジネスで、”スマ
ート”で親しみやすい『真のリテールバンク』を目指します。

＜ ８月１８日（木） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社 東祥 （ＪＱスタンダード：８９２０）

１３：３０～

講師 代表取締役社長 沓名 俊裕氏
主力事業である「ホリデイスポーツクラブ」を全国に 43 店舗展開しております。今後は都市部へも積極的に出
店し中期経営計画最終年の 2015 年 3 月期では 74 店舗体制を目指してまいります。

株式会社 翻訳センター （ＪＱスタンダード：２４８３）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 東 郁男氏
1986 年大阪・道修町にて医薬専門の翻訳会社として創業以来、産業翻訳・通訳に特化したサービスを展
開。近年はメディカルライティングや外国出願支援など翻訳周辺サービスにも参入している。

日本メディカルネットコミュニケーションズ 株式会社 （東証マザーズ：３６４５）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 早川 亮氏
当社は、「インプラントネット」、「歯医者さんネット」等の歯科分野の専門ポータルサイト運営を中心に
SEM、HP 制作等のインターネット広告のワンストップソリューションを提供しています。

＜ ８月１９日（金） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 ハイパー （ＪＱスタンダード：３０５４）
講師 代表取締役社長 玉田 宏一氏

１３：３０～

法人のお客様を対象としたコンピュータ本体の販売を中心に、アスクル事業、サプライ事業、サービス＆
サポート事業を展開し、企業のビジネスニーズにワンストップでサービスの提供をしています。

株式会社 ノバレーゼ （東証１部：２１２８）
講師 代表取締役社長 浅田 剛治氏

１４：４０～

ゲストハウスおよびドレスショップ、レストランを運営する総合ブライダル企業。2010 年には中国進出を果
たし、また創業 10 年で東証一部へ上場。今後も継続的な国内出店に加え、アジア展開を推進。

住友林業 株式会社 （東証・大証 1 部：１９１１）
講師 取締役常務執行役員 笹部 茂氏

１５：５０～

住友林業は、300 年以上にわたり、永々と森林を守り自然環境に貢献して参りました。現在では「木」をキ
ーワードに山林・植林事業から住宅関連事業まで、幅広い事業をグローバルに展開しています。

◆参加申込

下記あてに別添「参加申込書」をＦＡＸ、Ｅメール、封書、ハガキのいずれかに
て 8 月 11 日（木）までにお申込みください。なお、Ｅメール、ハガキ
によるお申込みの場合は、
「参加申込書」記載事項をご記入の上ご送付ください。

《申込先》

〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 11 階）
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 大阪事務所
担当窓口電話：06-6231-6234
E ﾒｰﾙ：s-osaka@saa.or.jp
FAX：06-6231-1426

《お知らせ》

①このイベントは、個人投資家の皆様に企業情報を収集していただくためのものであり、個別銘
柄を推奨するものではありません。
②会社の特徴は、各社からの提出内容をそのまま掲載しております。質問・お問合せ等は直接開
催会社にお願いします。
③イベントの内容は変更となる場合があります。また、天災地変等の事由により、開催を中止す
る場合がございますので、予めご了承下さい。中止のご連絡は、当協会ホームページ上に掲載
することをもって代えさせていただきます。

以上

参加申込書
下記項目をご記入のうえ、下記申込先へＦＡＸ、Ｅメール、封書またはハガキ（Ｅメール、ハガキの場
合は下記項目をご記入ください）にて、８ 月 １１日（木）までにお申込みください。
なお、先着１３０名様で締め切らせていただきます。
ふりがな

①氏名・性別（必須）

□男性

氏 名

②年 代

□20 代以下

□30 代

□40 代

□50 代

□女性

□60 台以上

〒

住所（必須）

＜住所が所属企業の場合は、会社名及び建物名を必ずご記入下さい＞
③連絡先

電話（必須）

Ｆａｘ

Ｅメール
13:30～14:20

東２

６１５５

高松機械工業㈱

□

14:40～15:30

ＪＱス

３０２４

クリエイト㈱

□

15:50～16:40

東１・大１

８３０８

㈱りそなホールディングス

□

13:30～14:20

ＪＱス

８９２０

㈱東祥

□

14:40～15:30

ＪＱス

２４８３

㈱翻訳センター

□

ｯｸしてください。

15:50～16:40

東マ

３６４５

日本メディカルネットコミュニケ
ーションズ㈱

□

・

13:30～14:20

ＪＱス

３０５４

㈱ハイパー

□

14:40～15:30

東１

２１２８

㈱ノバレーゼ

□

15:50～16:40

東１・大１

１９１１

住友林業㈱

□

８月１７日
(水)
④参加希望
（必須）
・参加を希望する会
社の右側に☑ﾁｪ

８月 1８日
(木)

７月 1５日
(金)

⑤この説明会を何
で知りましたか

□当協会のＨＰ

□当協会からのＥメール

□当協会からの封書

□アナリストジャーナル同封のチラシ

□日本経済新聞の広告

□日本証券新聞社からのＥメール

□開催企業のＨＰ

□アナリストネット・インフィニティーのセミナー案内

□当協会からのハガキ

□日本証券新聞の広告
□開催企業からのＥメール

□その他（

《申込先》 〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 11 階）
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 大阪事務所
担当窓口電話：06-6231-6234
E ﾒｰﾙ：s-osaka@saa.or.jp
FAX：06-6231-1426

申込書にご記入いただいた氏名、連絡先等の個人情報については、通信連絡および協会内管理
資料の作成に使用します。

）

