
お申し込みは野村證券ホームページ
または右のQRコードから！

https://www.nomura.co.jp/dx/webseminar/

※本パンフレットに掲載のセミナーに関する留意事項を、最終ページに記載しています。
必ずご確認のうえ、お申し込みください

※各セミナーとも定員5,000名になり次第、締め切らせていただきます

過去のセミナー動画(見逃し配信)はこちらより︕
お好きな時に、自分にあったスピードで繰り返し視聴して
知識を深められる見逃し配信。
期間限定公開です︕ぜひご視聴ください。

このマークのあるセミナーにお申し込みいただくと、
セミナー開催後に、見逃し配信のご案内メールが届きます。
セミナー当日のご参加が難しい方も、後日、視聴可能です。
ぜひ、お申し込みください︕

見逃し配信あり

https://www.nomura.co.jp/dx/webseminar/inde
x.html#ondemand

LIVELIVE

5/10 (水)
14:00～15:30

安全保障スペシャリスト
元防衛大臣

森本 敏 氏
もりもと さとし

元防衛大臣 森本 敏 氏に聞く
当面する内外情勢
安全保障スペシャリスト・元防衛大臣の森本敏氏に、
日本を取り巻く国際情勢についてお話しいただきます。
セミナーの最後に、質疑応答の時間を予定しています。

セミナー中に皆さまから寄せられたご質問に、時間の許す限りお答えします。

5/12 (金)
12:15～12:45

5/16 (火)
12:15～12:45

5/22 (月)
12:15～12:45

3回シリーズ

✓5/12(金) インフレの波 日本にとっていつまで他人事︖

株式編
✓5/16(火)

投資信託編
✓5/22(月)

講師 野村證券株式会社 投資情報部長 東 英憲

2022年は、長く叫ばれてきた「デフレ脱却」が急速に進みました。
日々の生活においても、インフレの影響が拡大し続けており、
今後の見通しについてのさまざまな観測があふれています。

これからの資産運用を考えるポイントとして、
インフレが私たちの生活や資産にどのような影響を及ぼすかや、
来年から始まる新NISAの活用術をわかりやすくお話しします。

インフレ時代の 活用術LIVELIVE

５月上旬～申込
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LIVELIVE

5/17 (水)
12:15～12:45

講師 野村證券株式会社 投資情報部
シニア・ストラテジスト 尾畑 秀一

経済情勢や政治・政策動向を踏まえて、
為替相場の動向と見通しをランチタイムにコンパクトに解説。

相場の大きな流れを捉えることができます。
今月から、セミナーの最後に、皆さまから事前にいただいた
ご質問にお答えするQ&Aコーナーを設けます。

セミナーのお申し込み時に、為替に関するご質問をご入力いただけます。

見逃し配信あり

※セミナー最後のQ&Aコーナーは、セミナー開催当日のみの配信となります(見逃し配信には含まれません)
見逃し配信に関するご注意

見逃し配信あり

野村證券が毎月発行している
最新の投資環境や投資戦略をまとめた「Nomura21 Global」をもとに、
第一部は6月の相場展望、第二部は参考銘柄の2本立てで解説します。
セミナーの最後に、第一部についてセミナー中に皆さまから寄せられたご質問に

時間の許す限りお答えします。

シニア・ストラテジスト 小高 貴久
ストラテジスト 大坂 隼矢
岩崎 裕美

講師

野村證券株式会社 投資情報部

～「Nomura21 Global」より～

5/25 (木)
15:30～16:30

※セミナー最後のQ&Aコーナーは、セミナー開催当日のみの配信となります（見逃し配信には含まれません）
※見逃し配信で第二部参考銘柄をご覧いただくには、オンラインサービスへのログインが必要です

見逃し配信に関するご注意

LIVELIVE

5/20 (土)
10:00～11:00

新生活が始まった今こそ始めよう︕
“自分らしい”資産づくり

LIVELIVE

インフレの一層の進行、その一方で変わらない国内の低金利状況。
資産運用の大切さをなんとなく感じつつも、なかなか最初の一歩が踏み出せない方もいらっしゃれば、

来年から始まる新NISAのニュースを見て、
今年こそ資産運用を始めようと考えている方もいらっしゃることでしょう。

投資の第一歩を踏み出すことをお考え中の皆様に、
投資信託による実践的な資産運用方法のご参考として、「私たち資産運用会社の社員が、

どのようにして資産づくりを図っているのか」といった話題も交えてご説明いたします。
お金と向き合うことは、”自分らしい”生き方を考えることでもあります。

皆様も当セミナーをきっかけに、新生活が始まった今こそ、
”自分らしい”資産づくりについて考えてみませんか︖

講師 野村アセットマネジメント株式会社
資産形成ソリューション部 シニア・マーケティング・マネージャー 宮崎 大輔
資産形成ソリューション部 マーケティング・マネージャー 伊吹 幸子

見逃し配信あり
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講師 森山脳神経センター病院 FUSセンター 技師長
堀 大樹（ほり ひろき）医学博士

ほんの10年ほど前までは、身体がふるえていると緊張しているから、
あるいは年齢が高くなってきたので仕方ないなどと言われてきました。
しかし実は「ふるえ」と一言で言ってもその原因は様々です。

我々が行っている手術である継頭蓋MRガイド下集束超音波治療（FUS）は、
このふるえの中でも、本態性振戦とパーキンソン病によって生じるふるえの改善を期待できます。

FUSではメスも使わず、頭蓋骨に孔も空けません。
頭部に多くの超音波を当てる事によってふるえ治療を行います。
従って、身体に優しい手術「低侵襲手術」と呼ばれます。
本セミナーではこのFUS治療を詳しくご紹介します。

見逃し配信あり

LIVELIVE

2023年3月までの過去30年間で、日本のTOPIX（東証株価指数）は
約1.4倍の上昇にとどまるのに対し、米国ではS&P500が約10倍の上昇となりました。

この一例だけでも、ご自身の資産を成長させるために、
米国株への投資が重要ポイントになることをご理解いただけるのではないでしょうか。

「そうはいっても、米国の会社はよく分からないし・・・」など、
米国株への投資はハードルが高いとお感じになっている方も少なくないものと思います。

そのような不安を払拭していただけるよう、米国株投資の魅力や、
米国株をご自身の資産にどのように組み込むことが効果的なのか、

具体的な投資手法からオンラインサービスでの購入方法まで、分かりやすくご紹介します。
セミナーでは、皆さまから寄せられたご質問に時間の許す限りお答えします︕

講師 野村證券株式会社
投資情報部 シニア・ストラテジスト 村山 誠
マーケティング部 高橋 美咲

※視聴期限︓5/31(水)

政府が「資産所得倍増プラン」を決めたことを背景に、資産運用が注目されています。
本セミナーでは、なぜ今資産運用が大切なのかをテーマに、

世界の経済成長力を資産運用に生かす方法や
資産運用をサポートしてくれる税制優遇制度についてお伝えします。

今こそ投資が大切な理由は何か︕︖
～内外経済の成長力格差と資産運用～

講師 野村證券株式会社 投資情報部長
東 英憲

野村のハッピーライフセミナーオンライン 【本店営業一部特別回】

5/26 (金)
14:00～14:45

LIVELIVE
その「ふるえ」 心や年齢が
原因ではないかもしれません

見逃し配信の
ご案内

世界の成長をあなたの資産に

米国株投資の魅力～入門編～

5/31 (水)
15:30～16:30

※本セミナーは定員1,000名になり次第、締め切らせていただきます

3



オンライン会議システムにてセミナーを開催します
 お持ちのパソコン･スマートフォン･タブレット端末からご参加いただけます ※一部対象外の機種がございます
 セミナーのご参加は無料ですが、ご視聴の際に発生するデータ通信料等はお客様のご負担となるため、Wi-Fi環境を推奨します
なお、通信費はご利用の通信会社、ご契約プランにより内容が異なりますので、詳細につきましては、契約会社にお問い合わせください

 お申し込みの際はメールアドレスのご提供をお願いします
 お申し込みいただいたお客様には、参加方法の詳細についてメールをお送りします
 迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、「@jp.nomura.com」「@nomura.com」「＠zoom.us」の登録をお願いします
＊QRコードは､株式会社デンソーウェーブの登録商標です
オンラインセミナーお申し込みにおけるご注意
※本冊子に記載のオンラインセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43％（税込み）（20
万円以下の場合は2,860円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および
運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、野村ファンドラップでは投資一任報酬とファンドラップ報酬および専用投資信託にかかわる運用管理費
用（信託報酬）等の諸経費、野村SMAでは投資一任報酬とSMA報酬および専用投資信託にかかわる運用管理費用（信託報酬）等の諸
経費、保険商品の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、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が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますの
で、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
国内株式（国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む）の売買取引には、約定代金に対し最大1.43％（税込み）（20
万円以下の場合は2,860円（税込み））の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、
購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国
内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあり
ます。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価
格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式（外国ETF、外国預託証券を含む）の売買取引には、売買金額（現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売
りの場合には差し引いた額）に対し最大1.045％（税込み）（売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円（税込み））の国内売買手
数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引（募集等を含む）によ
りご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料を
いただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大5.5%（税込み）の購入時手数料（換金時手
数料）をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0％の信託財産留保額をご負担いただ
く場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運
用管理費用（信託報酬）（最大5.5%（税込み・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他
の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担い
ただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変
動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用や
リスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見
書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第142号
加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

お問い合わせ先
野村證券株式会社

札幌支店 電話受付時間 平日 8:40-17:10
📞011-261-7211

見逃し配信の
ご案内

野村證券ホームページ
オンラインセミナーページ内にある見
逃し配信一覧よりご覧いただけます
https://www.nomura.co.jp/d
x/webseminar/index.html#on
demand

「人生100年時代」と言われている今だからこそ、
長期的な資産の育て方、守り方、のこし方が注目されています。

豊かなセカンドライフを迎えるために、資産形成や将来を見据えた相続への備えを行うにあたり
ポイントとなる税制の基礎知識、考え方について、昨年12月に発表された

令和5年度税制改正大綱による影響を交えながら解説します。

税理士法人 大手町トラスト 税理士
川畑 信之 氏講師

～相続贈与・NISA制度のポイントについても解説します～
令和5年度税制改正大綱を読み解く

※視聴期限︓5/31(水)
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オンラインサービスをご契約のお客様

STEP1:Eメールアドレス登録/変更の画面へ進む
オンラインサービスログインページで取引店コード 、口座番号、ログインパスワー
ドを入力し、ログインのうえ、 「口座情報/手続き＞Eメールアドレス登録/変更」
画面へお進みください。

STEP2:メールアドレスの仮登録
「仮登録」ボタンを押下し、登録したいメールアドレスを入力後、「確認する」
ボタンを押下。メールアドレスを確認後、「仮登録」ボタンを押下。
仮登録いただいたメールアドレスに、本登録に必要な「認証キー」を記載した
メールをお送りします。

STEP3:「認証キー」を入力して本登録
再度オンラインサービスの「Eメールアドレス登録/変更」画面にて「本登録」ボタン
押下後、仮登録メールアドレスに届いた「認証キー」を入力して、本登録します。

STEP4:メールアドレスの登録・変更の完了
登録・変更が完了します。

ご登録はこちらから

メールアドレスの登録方法
メールアドレスをご登録いただくと、今後も継続して
セミナー開催予定などお役に立つ情報を受け取ることができます︕

オンラインサービスをご契約でないお客様

STEP1:メールアドレス登録 ～仮登録する（入力）
メールアドレス登録専用の画面にてメールアドレスを入力し、仮登録を行います。

STEP2:メールアドレス登録 ～本登録する（確認）
仮登録したメールアドレスに、本登録案内メールが届きます。
メール本文中のリンクから本登録画面に接続してください。
各種情報を入力した後、次の画面へお進みください。

STEP3:メール交付サービスの承諾
内容をご確認いただき、問題なければ「承諾する」を選択し、登録を確定
してください。
※メール交付サービスは、お取引の際に必要な「目論見書」など各種書面を、
メールにてお受け取りいただけるサービスです。詳しくは、当社ホームページを
ご確認ください。

STEP4:メールアドレスの登録の完了（受付完了）
登録いただいている携帯電話番号にSMSでお届けした認証番号をご入力の
上、「登録」ボタンを押してください。登録が完了します。

ご登録はこちらから
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お客様への、新しいご提案。

野村のアプリが、資産運用を楽しく変える

保有する商品の管理、
取引が簡単にできます。
生体認証を使えば、
ログインも一瞬で。

週末に届く「ウィーク
リーレター」で今週の
振り返りと来週の予定を
まとめて確認できます。

保有資産に関連する
ニュースをお届けし
ます。野村だけの解
説も定期的に配信。

管 理 と 取 引 を
いつでもどこでも

資産に合わせた
ニュースが届く

あなたの運用を
丁 寧 に 解 説

ダウンロードはこちらから（無料）

Android iPhone

※各画像はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

※ iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社の
ライセンスに基づき使用されています。

※ Androidは、Google LLC の登録商標です。6



よくあるご質問

A 現在取引できる商品は国内株式（現物取引）になります。
他の商品についても今後段階的に対応予定です。

手数料等およびリスクについて
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定
代金に対して最大1.43%（税込み）（20万円以下の場合は、2,860円（税込み））の売買手数料、
投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信
託報酬）等の諸経費、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
による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当
該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

株式の手数料等およびリスクについて
国内株式（国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む）の売買取引には、約
定代金に対し最大1.43%（税込み）（20万円以下の場合は、2,860円（税込み））の売買手数料を
いただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価の
みお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、
別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあり
ます。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内ETF・ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラ
ファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

Q 国内株式以外の取引はできますか？

A 野村證券でお預かりしている国内株式、国内投信、国内債
券、外国株式、外国投信、外国債券を表示することが出来
ます。他社資産との連携についても今後段階的に導入予定
です。

Q 国内株式以外の資産評価も見ることができますか？

A ご利用には野村證券の口座とオンラインサービスの申し込
みが必要となります。オンラインサービスを未契約の方は
この機会にぜひお申し込みください。

Q 野村證券に口座があれば誰でも利用できますか？

よくあるご質問
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〒060-8720
札幌市中央区北3条西4丁目
電話︓011-261-7211（代表）

札幌支店


