
 

 

 

平成 22 年 12 月 17 日 

 

各 位 

株式会社大和証券グループ本社 

 

 

本日、当社グループ大和証券株式会社よりプレスリリース「中国関連アナリストレポートの配信

拡充について」を発表いたしましたので、ご報告申し上げます。 
 

 

 

以 上 

 

 



平成 22 年 12 月 17 日 

各 位  

大和証券株式会社 

 

中国関連アナリストレポートの配信拡充について 

 

大和証券株式会社（以下、当社）は、ダイワのオンライントレードにおいて、中国関連のアナリスト

レポートの配信を拡充いたします。 

大和証券グループは、 重点戦略であるアジアビジネス強化の一環として、アジアリサーチ体制の拡

大を図るべく、現地の有力な人材の獲得に注力しております。 

今般、新たに獲得したアナリストが執筆する中国関連のアナリストレポートを日本語にてご提供でき

ることとなり、レポートの配信拡充が実現いたしました。 

レポートにつきましては、ダイワのネット図書館「レポートサービス」をお申込みの方は、ダイワの

オンライントレードにログイン後、マーケットメニュー内の「レポート（大和証券グループアナリスト

情報）」にて、レポート作成日当日よりご覧いただけます。※1 ダイワのネット図書館「レポートサービ

ス」は、90 日間無料でお試しいただけますので是非ご利用ください。※2 

 なお、ダイワのオンライントレードで取扱いしている中国株（香港証券取引所上場銘柄）は、業界

低水準※3のコストにてお取引いただける上、当社で特定口座をご開設の後、ご購入いただいた中国株は、

特定口座の対象となります。    

また、平成 22 年 12 月末まで、「中国株移管キャンペーン」を実施しておりますので、この機会に是非、

当社でのお取引をご検討ください。 

当社は、今後も、ますます注目される中国市場の投資情報の拡充等に努めてまいります。詳細は下記

のとおりです。 

 

※1 ダイワのネット図書館「レポートサービス」をお申込みの方は、レポート作成日当日より、お申込みでない方は作成日の 1 週間後

よりご覧いただけます。「レポートサービス」のご利用にあたっては「交換ポイント」の交換申込み（年間 500 ポイント）が必要と

なります。 

※2 ダイワのネット図書館「レポートサービス」にて、お試し利用のお申込みが必要となります。 

※3 ダイワのオンライントレードでの平均売買金額である 5 万香港ドルで比較した場合、円貨決済での実質的な取引コストは、業界

低水準（「ダイワ・ダイレクト」コースのインターネット経由のご注文の場合。平成 22 年 12 月 16 日現在）。実質的な取引コスト

とは、為替スプレッドに取扱手数料（国内取次手数料、現地委託手数料、諸経費の合計）を加算したもの。為替スプレッドは、業

界 低水準の片道 12 銭。 

記 

 

１．中国関連アナリストレポートの配信拡充について 

今般、アジア地域において新たに獲得したアナリストが執筆したレポートを日本語にて提供し、ダイ

ワのオンライントレードでの中国関連のアナリストレポートの配信を拡充いたします。 

 

【主な配信レポート】 

 2011 年 アジア アウトルック 

 中国株投資戦略 

 中国銀行セクター 

 中国不動産セクター 

 

 

 

 



【主な執筆者】 

Mingchun Sun (ミンチョン・スン)  Managing Director  

中国リサーチ ヘッド 

チーフ・グレーターチャイナ・エコノミスト 

Justin Lau (ジャスティン・ラオ) Managing Director 

アジア・パシフィック・カスタムプロダクツ・グループヘッド 

Mark Chang (マーク・チャン) Senior Vice President 

中小型株リサーチ リージョナル・ヘッド 

Eric Chen (エリック・チェン)  Senior Vice President 

テクノロジー・リサーチ リージョナル共同ヘッド  

Grace Wu (グレース・ウー)  Senior Vice President 

香港/中国銀行ヘッド 

Danny Bao (ダニー・バオ)  Senior Vice President 

香港/中国不動産ヘッド 

Sun 氏は直近では Nomura International Hong Kong にて中国株式リサーチヘッド及び中国チーフエコノ

ミストとして勤務し、同職以前には中国の State Administration of Foreign Exchange（国家外貨管理

局）にてエコノミストを務めていました。Sun 氏は学術・政府・専門的機構から選ばれた 40 名から構成

される独立系シンクタンク China Finance 40 Forum のメンバーの一人であり、2008 年の中国経済の減

速及び 2009 年における回復を予測したことで知られております。Sun 氏は 2010 年の Institutional 

Investor の中国エコノミスト部門にて 2位、2009 年の China Business News では Economist of the Year

に選出されております。 

 

Lau 氏は 2005 年よりリーマン・ブラザーズ（その後、Nomura International Hong Kong）のアジア・パ

シフィック・カスタムプロダクツ・グループ・ヘッドとして、一貫してアジア及び日本の顧客に対しカ

スタム・メイドのリサーチ情報を提供してきました。 

 

Chang 氏は BNP パリバ、及びバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチにて中小型株のリージョナル・ヘ

ッドを務めていました。Chang 氏は 2010 年の Institutional Investor の中小型株部門にて 5位に選ば

れています。 

 

Chen 氏は BNP パリバにて中国半導体リサーチ・ヘッドを務めていました。Chen 氏は 2007 年及び 2008

年の AsiaMoney の台湾リサーチ部門においてベスト・アナリストに選出され、2010 年の Institutional 

Investor においては半導体部門で第 4位にランクインしております。 

 

Wu 氏は Nomura International Hong Kong にて香港及び台湾の銀行アナリストとして活躍し、

Institutional Investor 等の調査においても高い評価を受けております。 

 

Bao 氏はドイツ銀行にて香港及び中国の不動産リサーチ・ヘッドを務めていました。 

 



２．ダイワのオンライントレードにおける中国株に関する主な取組み 

 当社では、今年 9 月に中国株の取扱銘柄を倍増させたほか、今後も投資情報の拡充等を進めてまいり

ます。 

平成 22 年 9 月 取扱銘柄数を 2倍の約 800 銘柄に拡大 

（GEM に上場している銘柄も選定対象に追加） 

平成 22 年 9 月 

～平成 22 年 12 月 

中国株移管キャンペーンの実施（12/31 まで） 

平成 22 年 12 月 中国関連アナリストレポートの本格配信開始 

投資情報のレベルアップ 

香港上場ＥＴＦの取扱銘柄拡充 

平成 23 年 2 月（予定） 

予約注文の受付開始 

 

３．中国株移管キャンペーンについて 

当社では、平成 22 年 12 月末まで、中国株移管キャンペーンを実施しております。 

 

（１）キャンペーン期間 

平成 22 年 9 月 1日（水）から平成 22 年 12 月 30 日（木） 

 

（２）キャンペーン内容 

 キャンペーン期間中に、中国株（香港証券取引所上場銘柄）を当社に移管していただいたお客さま

に、もれなく「大和の中国情報（月刊）」を移管した月の翌月号から 3ヶ月間（3冊）プレゼント 

 さらに、期間中に 30 万円以上ご入金いただいたお客さまに、もれなく「中国株二季報」（12 月下旬

発売）をプレゼント 

 

中国株のお取引やキャンペーンの詳細については、大和証券ホームページ（www.daiwa.jp）をご覧く

ださい。 

 

当社は今後も、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指して、ご満足

いただけるようサービスの向上に努めてまいります。 

以 上 

 

お問い合わせ先：大和証券グループ本社 広報部 白川・見澤・岸野・木下（Tel．03-5555-1165） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 

加入協会：日本証券業協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 金融先物取引業協会 

お取引に当たっての手数料等及びリスクについて 

中国株式へのご投資には、所定の手数料等をご負担いただきます。国内取次手数料（「ダイワ・コンサ

ルティング」コースの店舗（支店担当者）経由の場合は約定代金に対して 大 0.94500％（税込））。ま

た、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が別途発生しますが、その額

は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記

載することはできません。中国株式へのご投資には、外国証券口座管理料（年間 3,150 円（税込））を

ご負担いただきます。中国株式の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場

の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。国内店頭取引にて売買を行った場合

は、購入対価のみのお支払いとなります。中国株式には株価の変動および為替相場の変動等による損失

が生じるおそれがあります。詳しくは、上場有価証券等書面またはお客さま向け資料をお読みください。 


