
 

 

 

平成27年3月吉日 

お客様各位 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 

 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス主催 

『第7回ETFコンファレンス』開催のご案内 
謹啓 

 

 向春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。 

 さて、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、「沸騰！！世界で急拡大するETF市場の現

状と今後の展望 ～存在感を増すETFが導く新たな投資機会とビジネスチャンス～」をテー

マに、機関投資家、並びに国内外のＥＴＦビジネス関係者を対象に、『第7回ETFコンファレン

ス』を4月2日（木）に開催いたします。 

 国内ETF市場は10兆円を突破し、その利用も一段と広がりを見せています。このセミナー

では、国内外のETF市場の最新情報を発信する中で、国内金融法人や年金基金によるETF

投資の実態、および活用例等も議論される予定です。 

 つきましては、ご多忙中とは存じますが、皆様のご出席を賜りますよう何卒宜しくお願い申

し上げます。 

謹白 

－記－ 

1. 日時： 2015 年 4 月 2 日（木） 9：30～18：20 （受付：9：00～） 

a. （ネットワーキング・レセプション 18：30～20：00） 

2. 会場： 帝国ホテル東京 （孔雀の間） 

3. 主催： S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 

4. 後援： 株式会社 東京証券取引所 

5. 協力： 日本 CFA 協会、日本 FP 協会、シンガポール取引所、台湾証券取引所、

香港証券取引所、韓国取引所 

6. 特別協賛： ブラックロック・ジャパン株式会社、ステート・ストリート・グロー

バル・アドバイザーズ株式会社 

7. 協賛： Direxion Investments、ドイツ証券株式会社、日興アセットマネジメント

株式会社、野村證券株式会社、バークレイズ証券株式会社、バンガード・インベス

トメンツ・ジャパン株式会社、三菱 UFJ 投信株式会社、リクソー投信株式会社、

UBS ETF 

8. 対象： 機関投資家、ETF ビジネス関係者全般、ファイナンシャル・プランナー

等 （個人投資家は対象外） 

9. 参加費： 無料 （昼食付） 

10. お申込み： こちらよりご登録ください。 

11. お問い合わせ： S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 亀井 03-4550-8424 

index.tokyo@spdji.com 
12. プログラムは次のページをご参照ください。 

13. 第 6回 ETFコンファレンスの開催報告書をこちらからご覧いただけます。 
以上 

 

 

お申し込みはこちらから→参加登録 

http://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/banquet/room/index.html?elq=8608acf8e83246a3aab2711f565adcfd&elqCampaignId=
http://microsite.standardandpoors.com/LP=8110
mailto:index.tokyo@spdji.com
http://japanese.spindices.com/documents/additional-material/20140409-etf-conference-japan.pdf?force_download=true
http://microsite.standardandpoors.com/LP=8110


第 7 回 ETF コンファレンス
開催のご案内

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス主催

　S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、「沸騰！！世界で急拡大する ETF 市場の現状と今後の展望」をメインテー
マに、機関投資家、並びに国内外の ETF ビジネス関係者を対象に、『第 7 回 ETF コンファレンス』を開催いたします。
　年々進化する商品、そして拡大する投資家の需要、各方面の専門家よりご講演・パネルディスカッションを通してそ
の最前線の情報を発信していただきます。

• 日時：2015 年 4 月 2 日（木）　9 時 30 分～ 18 時 20 分　（9 時 00 分開場）
• 場所：帝国ホテル東京　孔雀の間
• 対象：機関投資家・ETF ビジネス関係者全般・販売会社・ファイナンシャルプランナー（個人投資家は除く）
• 主催：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
• 後援：株式会社　東京証券取引所
• 協力： 日本 CFA 協会 （CE クレジット対象）、NPO 法人　日本 FP 協会、シンガポール取引所、香港証券取引所、台湾証券取引所、韓国取引所
• 特別協賛：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社、ブラックロック・ジャパン株式会社　（50 音順）
• 協賛： Direxion Investments、ドイツ証券株式会社、日興アセットマネジメント株式会社、野村證券株式会社、バークレイズ証券株式会社、バンガー

ド・インベストメンツ・ジャパン株式会社、三菱 UFJ 投信株式会社、リクソー投信株式会社、UBS ETF（50 音順）

※本コンファレンスは、ご出席の方々の情報収集等を目的としており、弊社及びコンファレンス協力企業の提供する商品及びサービスを勧誘するものではありません。

参加ご希望の方は、以下の方法よりご登録をお願い致します。
■オンライン登録：www.japanese.spdji.com　　■メールによるお申込：index.tokyo@spdji.com 
■電話によるお申込・お問い合わせ：03-4550-8424 亀井　　■参加費：無料（昼食付）

09:00 開場
09:30 開演挨拶　

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス CEO　Alex Matturri
09:35 基調講演 :

株式会社　東京証券取引所　代表取締役社長　清田 瞭 氏

第一部　沸騰 !! 存在感増すETF市場の動向
09:45 ETF 市場の拡大と地域別分析、規制が強まる指数ビジネス ETF への影響

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス  John Davies

10:05 継続検証　日本の ETF 市場
株式会社　東京証券取引所　執行役員　小沼泰之 氏

10:20 パネルディスカッション　継続検証　アジアの ETF 市場
各市場の現状と新しい取り組み
　パネリスト :
　・シンガポール取引所 （SGX）　Jenny Chiam 氏
　・香港証券取引所 (HKEx)　David Quah 氏
　・韓国取引所 （KRX）　Mee-young Jeong 氏
　・台湾証券取引所 （TWSE） Shin-Chung Chen 氏
　モデレーター :
　・S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス　川崎華奈

11:10 特別講演
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ　マネージング・
ディレクター　Kevin W. Quigg 氏

11:40 プレ・ランチ勉強会　「東京国際金融センターについて」　
東京都　政策企画局　政策担当部長　小室一人 氏

11:55 ランチ特別講演 : グローバル経済の動向　
スタンダード・アンド・プアーズ（S ＆ P）主任グローバル・エコ
ノミスト　Paul Sheard 氏

12:15 ネットワーキング　ブッフェ　ランチ　（協賛）

第二部　進化するETF市場における新たな潮流
13:15 指数の進化と ETF

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス　インデックス運用戦略部　ヘッド  
Craig Lazzara

13:30 特別講演
ブラックロック・ジャパン株式会社　i シェアーズ事業部門長 兼  
i シェアーズ事業部長　Jason Miller 氏

14:00 パネルディスカッション
　「世界の ETF ビジネス最前線 : その進化と活用実例」
　パネリスト :
　・ バンガード・インベストメンツ・香港・リミテッド　Brian Roberts 氏
　・ リクソー・アセット・マネジメント S.A.S　 

Francois Millet 氏
　・Direxion Investments　Drew Blackburn 氏
　・ドイツ証券株式会社　Sophia Kim 氏
　・バークレイズ証券株式会社　小林 元 氏
　モデレーター :
　・イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 小松原宰明 氏

15:00 パネルディスカッション
　「急拡大国内 ETF 市場 : その実情と今後の発展」
　パネリスト :
　・三菱 UFJ 投信株式会社　水野善公 氏
　・日興アセットマネジメント株式会社　今井幸英 氏
　・野村アセットマネジメント株式会社　田畑邦一 氏
　・シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　棟田響 氏
　モデレーター : 
　・野村證券株式会社　塩田 誠 氏

16:00 休憩

　　　第三部 : 変革が期待される日本の個人金融資産運用
　　　　　　　～本格化するETFの活用と今後の課題～
16:20 顧客第一主義が導く貯蓄から投資への転換　

京都大学大学院　加藤康之 教授
16:40 （仮）日本における ETF 市場のポテンシャル（欧州との比較等を含めて）

UBS 証券株式会社　エグゼクティブディレクター　本田淳一 氏
16:55 米国の個人向け証券市場と独立系アドバイザー（個人向け投資顧

問業者）ビジネスの現状　
ウインダム・キャピタル・マネジメント　
チーフ・インベストメント・オフィサー　Lucas Turton 氏

17:10 ETP 市場の拡大に向けて
野村證券株式会社　塩田 誠 氏

17:25 パネルディスカッション　「変革が期待される日本の個人金融資
産運用～本格化する ETF の活用と今後の課題～」
　パネリスト :
　・日本証券業協会　会長　稲野和利 氏
　・投資信託協会　理事　藤沢久美 氏
　・京都大学大学院　加藤康之 教授
　モデレーター : 
　・月刊「投資信託事情」発行人・編集長　島田知保 氏

18:30 ～ネットワーキング・レセプション

プログラム

※プログラム、演題、登壇者は予告なく変更となる場合がございます。※同時通訳をご用意しております。


