
 

 
 

株式会社 百十四銀行  高松市亀井町５番地の１  TEL 087-831-0114（大代表） 

２０２０年１月３０日 

News Release

 

  

「「為為替替＆＆株株式式ママーーケケッットトセセミミナナーー」」をを開開催催ししまますす！！  

～～ププロロフフェェッッシショョナナルルははここうう見見るる！！２２００２２００年年のの相相場場展展望望～～  
 

百十四銀行（頭取 綾田 裕次郎）は、香川県内の５会場にて「為替＆株式マーケットセミナー」を下記

のとおり開催します。本セミナーでは２０２０年の相場見通しについて、テレビ番組などでもおなじみの講

師より分かりやすく解説します。  

当行では、今後もお客さまの資産形成のお役に立てる情報提供につとめてまいります。 

 

記 

１．開催概要 

ﾃｰﾏ 日時 会場 定員  

為替相

場編 

２月７日（金） １９：００～２０：３０ かがわ国際会議場 １５０名 

２月８日（土） １０：００～１１：３０ ユープラザうたづ１階視聴覚室 ５０名 

株式相

場編 

２月１９日（水） １４：００～１５：３０ ホテルアネシス瀬戸大橋「平安」 １５０名 

２月２８日（金） １４：００～１５：３０ 観音寺ハイスタッフホール会議室 ５０名 

２月２９日（土） １０：００～１１：３０ 高松商工会議所大ホール ２００名 

※開始時刻の３０分前よりご入場いただけます。 

※為替相場編、株式相場編の両方にお申込みいただけます。 

 

２．講師・テーマ 

（１）為替相場編 

【テーマ】 ２０２０年の注目イベントと為替相場の見通し 

【講 師】 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券インベストメントリサーチ部ストラテジー課 

      チーフ為替ストラテジスト 植野 大作氏 

（２）株式相場編 

【テーマ】 ２０２０年の株式相場の展望と投資戦略 

      ～注目セクター～ ＡＩ、ＩｏＴ等、先端技術の進化により拡大するロボット・テクノロジー産業 

【講 師】大和証券 投資情報部 シニアストラテジスト 石黒 英之氏 

      大和投資信託 金融法人第二部 チーフ・プレゼンター 鶴田 千春氏 

 

３．お申込み方法（入場料 無料）                                        

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

（１）インターネット 

百十四銀行ホームページ「セミナー・説明会のご案内」よりお申込みください。 

（２）お電話 

１１４サリュダイヤル ０１２０－１１４００１（受付時間：平日／９：００～１７：００） 

（３）ＦＡＸ（セミナーちらし裏面にご記入のうえ、ＦＡＸをお願いします） 

ＦＡＸ送信先：０８７－８３６－４００８（営業戦略部） 

（４）店頭 

最寄りの百十四銀行窓口にてお申し込みください。 
以 上 
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マーケットセミナー
為替 株式

2020年の注目イベントと
為替相場の見通し

2020年の株式市場の展望と投資戦略
AI、IoT等、先端技術の進化により
拡大するロボット・テクノロジー産業

為替相場 株式相場

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
インベストメントリサーチ部ストラテジー課
チーフ為替ストラテジスト

植野 大作 氏
1988年4月、野村総合研究所に入社。2004年4
月に野村證券転籍後、2009年2月に投資調査部
長として為替調査全般を統括。2012年4月に三菱
UFJモルガン・スタンレー証券に入社、2013年4
月よりチーフ為替ストラテジストとして現在に至る。

大和証券 投資情報部 シニアストラテジスト

石黒 英之 氏

●大和投資信託
　金融法人第二部 チーフ・プレゼンター　鶴田 千春 氏

2016年3月まで国内証券で10年間、日本株スト
ラテジスト業務に従事。2016年4月より大和証券
株式会社に入社。
テレビ東京、NHK BS1、日経CNBC、BSテレ東な
どのテレビ番組に出演。

令和２年２月8日（土）
10：00～11：30（9：30開場）

日時

ユープラザうたづ１階視聴覚室
【定員50名】会場

２月５日（水）申込締切

令和２年２月７日（金）
19：00～20：30（18：30開場）

日時

かがわ国際会議場
【定員150名】会場

令和２年２月29日（土）
10：00～11：30（9：30開場）

日時

高松商工会議所大ホール
【定員200名】会場

２月26日（水）申込締切

令和２年２月28日（金）
14：00～15：30（13：30開場）

日時

観音寺ハイスタッフホール会議室
【定員50名】会場

２月26日（水）申込締切

講師 講師

２月５日（水）申込締切

令和２年２月19日（水）
14：00～15：30（13：30開場）

日時

ホテルアネシス瀬戸大橋「平安」
【定員150名】会場

２月17日（月）申込締切

無料
入場料

（先着順）

株式会社百十四銀行

注目
セクター



お 申 し 込 み シ ー ト

①右記のQRコードからインターネットでお申し込みください。
②お申し込みシートをファックスによりご送信ください。

ファックス送信先：087-836-4008（営業戦略部）
③お電話でお申し込みください。（受付時間：土日祝祭日を除く9：00～17：00）

お申し込み先：0120-114001（114サリュダイヤル）
④お申し込みシートを最寄りの百十四銀行窓口までご持参ください。

お申し込みの受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
入場整理券は発行いたしません。当日、本案内状をご持参ください。

※お申し込みシートにご記入頂いたお客さまの個人情報は、本セミナー
運営管理のほか、当行所定の「個人情報の利用目的説明書」記載の目
的のみに使用することとし、第三者への提供等、それ以外の目的では
使用いたしません。

※会場によっては、駐車場がない場合や有料となる場合がございます。
※各会場、定員になり次第お申し込み受付を中止させていただきます。

ご住所 TEL

フリガナ
お名前

お取引きのある百十四銀行の営業店

支　店
出張所

「為替＆株式　　　　
マーケットセミナー」

「為替＆株式　　　　
マーケットセミナー」

プロフェッショナルはこう見る！2020年の相場展望プロフェッショナルはこう見る！2020年の相場展望

　 　 ー 　 ー 　 　〒

お申し込み方法
右記の何れかの方法で
お申し込みください。

ご 留 意 事 項

入場料

無料
（先着順）

百十四銀行セミナー

テーマ 日　時 会　場

名

参加希望会場（為替相場・株式相場の両方にお申し込みいただくこともできます）

【為替相場】
2020年の注目イベント
と為替相場の見通し

○をお付け
ください。

令和2年2月 7 日（金）19：00～20：30（18：30開場）
令和2年2月 8 日（土）10：00～11：30（ 9：30開場）

令和2年2月19日（水）14：00～15：30（13：30開場）
令和2年2月28日（金）14：00～15：30（13：30開場）
令和2年2月29日（土）10：00～11：30（ 9：30開場）

かがわ国際会議場
ユープラザうたづ 1階視聴覚室

【株式相場】
2020年の株式市場の
展望と投資戦略
〈注目セクター〉AI、IoT等、先端技術の進化
により拡大するロボット・テクノロジー産業

ホテルアネシス瀬戸大橋「平安」
観音寺ハイスタッフホール会議室
高松商工会議所大ホール

【為替相場】
2020年の注目イベント
と為替相場の見通し

令和2年2月 7 日（金）
令和2年2月 8 日（土）

令和2年2月19日（水）
令和2年2月28日（金）
令和2年2月29日（土）

▢
▢

▢
▢
▢

【株式相場】
2020年の株式市場の
展望と投資戦略

〔定員150名〕
〔定員 50名〕

〔定員150名〕
〔定員 50名〕
〔定員200名〕

テーマ 日　時 会　場 参加人数申し込み

ホテルアネシス瀬戸大橋
観音寺ハイスタッフホール
高松商工会議所大ホール

か が わ 国 際 会 議 場
ユ ー プ ラ ザ う た づ 名

名
名
名


