
 

 

第 114 回 理 事 会  議 事 次 第 

 

日本商品先物振興協会 

 

日  時  平成 27 年 11 月 17 日（火） 正午 

場  所  ㈱東京商品取引所 5 階会議室 

議  案   

第 1 号議案  理事の補選について 

第 2 号議案  特定個人情報取扱規程の制定について 

そ の 他 

以 上 

 



2015.11.17 第 114回理事会 記者発表資料１ 

 

 

理事の補選について 

 

 

 

 

古 田 省 三    岡藤商事㈱ 代表取締役会長 

 

 

 

 

 

以 上 
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「特定個人情報取扱規程」の策定について 

 

 

１．規程の概要 

（１）事務取扱責任者及び事務取扱担当者の特定 

組織的安全管理措置として特定個人情報を取り扱う者を限定し、事務局長

を事務取扱責任者、事務取扱責任者が指名した者を事務取扱担当者とする。 

（２）利用目的の特定 

特定個人情報の利用目的を、源泉徴収票・支払調書等の作成事務、社会保

険関係の届出事務に限定する。 

（３）個人番号の取得に際しての手続き 

個人番号の提供を受ける際に利用目的を通知するとともに、個人番号の確

認及び本人確認は、対面の場合は書類の提示により、郵送の場合は事務取扱

責任者あての簡易書留郵便による書類の送付に限定する。 

（４）保護措置 

特定個人情報に係るファイル・書類は金庫に保管（紙媒体）又はパスワー

ドを設定（電子媒体）するとともに、事務所外への持ち出しを禁止する。 

（５）その他 

特定個人情報を利用したときはその旨を記録するほか、利用する必要がな

くなった場合は事務取扱責任者が速やかに廃棄・消去する 

 

２．施行期日 

理事会で承認された日（平成 27年 11月 17日） 

 

以上 
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平成 28年度税制要望（金融所得課税の一元化要望）の状況 

 

平成 27年 

8月 25日 経済産業省が「平成 28年度税制改正要望」を公表。 

8月 31日 農林水産省が「平成 28年度税制改正要望」を公表。 

同 金融庁が「平成 28年度税制改正要望」を公表。 

9月 16日 日本証券業協会が「平成 28年度税制改正に関する要望」を公表。 

 

【自由民主党 団体ヒアリング】 

11月 13日  自由民主党農政推進協議会、政務調査会農林部会等の合同会議におい

て、先物協会から要望。 

出席団体：9団体（農業、林業、食品産業関係） 

議員：小泉進次郎（農林部会長） 

西川 公也（農林水産戦略調査会長・農政推進協議会座長） 

宮腰 光寛（食料産業調査会長） 

松本 洋平（団体総局次長） 

福田 達夫（農林水産関係団体委員長）ほか、約 50名 

 

宮澤博行衆議院議員：商品先物市場は産業インフラとして重要な機能を持ってい

る。現場の商先業者が仕事をしやすくなるためにも、株と先物との損益通算

をぜひお願いしたい。 

 

11月 19日 自由民主党商工・中小企業関係団体委員会、政務調査会経済産業部会

合同の「予算・税制等に関する政策懇談会」において、先物協会から

要望の予定。 

出席団体：百貨店、スーパーマーケット、貿易、リース関係等 

議員：田中 良生（経済産業部会長） 

村井 英樹（商工・中小企業関係団体委員長）ほか 

 

 

【投資家アンケート】 

同じ要望を行っている証券業界では、日本証券業協会「インターネット証券評議会」

が本要望推進のため賛同企業を募って「投資家アンケート」を行っており、当業界も

これと共同歩調をとるため、本日、先物協会から会員各社に賛同企業としてのご協力

をお願いすることとしたい。 

 

以 上 
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セミナー・イベント来場者への情報発信について 

 

セミナー・イベント来場者の商品先物取引への関心を持続させ、取引参加への

動意付けにつなげるため、希望者に対し、本会会員のセミナー情報やキャンペー

ン情報を継続的に配信する取組を 10月から開始した。 

 

１．来場者情報の取得 

イベント業者が行うセミナー等には 100～1,000 名規模の投資家が来場する

が、その来場者の氏名、メールアドレス等の情報は個人情報保護法により参加

募集を行う業者から提供を受けられないため、セミナー会場において本会が独

自にアンケートを実施して、本会からの情報提供を希望する者から来場者情報

を取得することとした。 

 

「コモフェス 2015in大阪 」（10月 3日開催） 

来場者 163名中、アンケート回答者 34名 

本会のブースを設置し、アンケート収集及び会員のパンフレットを配付。 

（アンケート回収率を高めるため、商品先物取引関連の書籍プレゼントを実施） 

 

２．本会からの発信情報 

会員各社から提供されたセミナー情報、キャンペーン情報をメルマガ形式で

定期的に送信する。（月 1回予定） 

 

３．今後のセミナー・イベントの開催予定 

11月 21日（土）「投資戦略フェア 2015秋 in大阪」（パンローリング主催） 

会場：ヴィアーレ大阪（中央区安土町） 

来場予定者：1,000名 

金融商品、ＦＸ投資家の比重が高く、商品取引の潜在的顧客層の来場が見込める。 

12月 17日（木）「みんなの株式 specialセミナー」（みんかぶ主催） 

会場：東京商品取引所セミナールーム 

来場予定者：60名 

「みんかぶ」を通じて株式投資家をメインに集客。裾野拡大を企図。 

3月 12日（土）「投資戦略フェア 2016（仮称）」（パンローリング主催） 

会場：未定（東京都内） 

来場予定者：4,000～5,000名（前年実績 4,668名） 

11月 21日大阪開催と同趣旨。 

以 上 



 

 
別 紙 

♪本メールは、日本商品先物振興協会の『ＣＸ早耳情報』にご登録いただいた 

方に配信しております。♪ 

 

☆★☆ ＣＸ早耳情報 2015/11/5 ☆★☆ 

もっとくわしく、もっとたのしく 

学ぶ、得する、参加する♪ 

 

▼ 本日ご案内のセミナー 

東 京 ８本 

大 阪 ３本 

名古屋 １本 

長 野 １本 

――――――♪――――――♪――――――♪――――――♪――――――♪ 

詳細は  ⇒ https://www.jcfia.gr.jp/seminar/ 

ＣＸの知識基礎は ⇒ http://cx.minkabu.jp/cxbeginner 

――――――♪――――――♪――――――♪――――――♪――――――♪ 

 

このところコモディティは全般的に軟調な展開となっています。 

米国の利上を意識しているのか、はたまた中国経済の減速懸念？ 

一方、米ドルは１ドル＝１２０円を挟んで狭いレンジの横ばい。 

今月のセミナーも金、原油、とうもろこし、ゴム、ＦＸといろとりどり。 

えりすぐりのセミナーをご紹介します。 

✤――――――✤――――――✤  

セミナーのご案内 

✤――――――✤――――――✤  

１．2016 年 貴金属マーケットの展望 

【講 師】 池水 雄一氏 (ＩＣＢＣスタンダードバンク東京支店長) 

【開 催】 東 京 12 月 3 日（木）18:00～20:00 

【詳細／申込】 http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151203/ 

【主 催】 サンワード貿易株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

２．商品先物取引初心者向けセミナー 

【講 師】 神藤 将男氏 (岡地株式会社投資相談部アドバイザー) 

【開 催】 大 阪 11 月 14 日（土）13:00～15:10 

【詳細／申込】 https://www.okachi.jp/seminar/detail20151114o.php 

【主 催】 岡地株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 
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３．世界一受けたい投資の授業！ 

 小次郎講師が教える個人投資家が勝ち組になるための５つの極意 

【講 師】 小次郎講師（チャート研究家) 

【開 催】 ◎名古屋 11 月 14 日（土）13:00～16:00 

 ◎東 京 11 月 28 日（土）13:00～16:00 

 ◎大 阪 12 月 5 日（土）13:00～16:00  

【詳細／申込】 http://www.okachi.jp/seminar/detail20151114.php 

【主 催】岡地株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

４．元衆院議員・杉村太蔵と一緒に投資について学ぼう 

【講 師】 杉村 太蔵氏 (元衆議院議員) 

【開 催】 東 京 12 月 12 日（土）13:00～16:30 

【詳細／申込】 

 http://www.fujitomi.co.jp/investment/seminar/details/20151212.html 

【主 催】株式会社フジトミ 

 

✤――――――✤――――――✤ 

５．トークバトル秋の陣 江守哲 VS ウルフ村田～信州長野編 

【講 師】 江守 哲氏 (エモリキャピタルマネジメント㈱代表)  

 村田 美夏氏 (㈱サクセスワイズ代表) 

【開 催】長 野 11 月 14 日（土）14:00～16:30 

【詳細／申込】 http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151114/ 

【主 催】サンワード貿易株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

６．投資入門セミナー～これであなたもガッチリトレーダーへ～ 

【講 師】 安村 武彦氏 (国際テクニカルアナリスト連盟 

認定テクニカルアナリスト) 

【開 催】 ◎東 京 11 月 14 日（土）13:00～14:30 

 ◎大 阪 11 月 21 日（土）10:30～12:00 

【詳細／申込】 

http://www.comtex.co.jp/www/?module=Default&action=staticp&page=techn

icalroom151114 

【主 催】株式会社コムテックス 

 

✤――――――✤――――――✤ 

７．億トレーダー”むらやん”＆相場の女神”向後はるみ”夢のコラボ 

大人気講師による 株・ＣＸ・ＦＸ投資戦略 
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【講 師】 むらやんこと村上直樹氏（大阪市在住の専業トレーダー） 

 向後 はるみ氏（投資エバンジェリスト） 

【開 催】 名古屋 11 月 14 日(土) 14：00～16：30 

【詳細／申込】 

http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151114_3/index.html 

【主 催】サンワード貿易株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

８．人気講師二人が語るＦＸ・ＣＸ投資戦略  

【講 師】 近藤 雅世 氏（㈱コモディティーインテリジェンス代表） 

 Sarah 氏（ＦＸトレーダー） 

【開 催】東 京 11 月 14 日(土) 14：00～16：30 

【詳細／申込】 http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151114_2/ 

【主 催】サンワード貿易株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

９．大人気講師が平日の夜にやってくる。 

 資産形成のスペシャリストが注目する為替市場 

第１弾 

【講 師】 ウルフ村田氏（㈱サクセスワイズ代表） 

【開 催】東 京 11 月 18 日（水）18：30～20：30 

第２弾 

【講 師】午堂 登紀雄氏（㈱エデュビジョン代表） 

【開 催】東 京 11 月 25 日（水）18：30～20：30 

【詳細／お申込】 

http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151118_2/index.html 

【主 催】サンワード貿易株式会社 

 

✤――――――✤――――――✤ 

８．相場の女神 向後はるみに何でも聞けちゃう  

2014 年「株-1 グランドチャンピオン大会」優勝者と 

『食事付きの投資座談会』  

【講 師】 向後 はるみ氏（投資エバンジェリスト） 

 陳 晁熙氏（サンワード貿易㈱ チーフアナリスト） 

【開 催】東 京 11 月 22 日(日) 15：00～18：00 

【受講料】有料（4 千円。口座開設者は半額） 

【詳細／お申込】 

http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2015/20151122/index.html 

【主 催】サンワード貿易株式会社 
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■本メールサービスの解除をご希望の方は、件名を「ＣＸ早耳情報受信解除」 

として本メールに返信ください。 

■配信元：日本商品先物振興協会 

 掲載記事の無断転載を禁じます。 

 Copyright (c) 2015 JCFIA All rights reserved. 
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