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「マツダ「マツダ「マツダ「マツダ アドバンスメントアドバンスメントアドバンスメントアドバンスメント プラン」プラン」プラン」プラン」

新商品の紹介新商品の紹介新商品の紹介新商品の紹介

技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン

「サステイナブル「サステイナブル「サステイナブル「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言宣言宣言宣言」」」」

まとめまとめまとめまとめ

説明概要説明概要説明概要説明概要
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「マツダ「マツダ「マツダ「マツダ アドバンスメントアドバンスメントアドバンスメントアドバンスメント プラン」プラン」プラン」プラン」
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2010年度目標年度目標年度目標年度目標

グローバル小売台数グローバル小売台数グローバル小売台数グローバル小売台数 160万台以上万台以上万台以上万台以上

営業利益営業利益営業利益営業利益 2,000億円以上億円以上億円以上億円以上

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 6 %

配当性向配当性向配当性向配当性向 着実な向上着実な向上着実な向上着実な向上
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マツダマツダマツダマツダ アドバンスメントプランのフォーカスアドバンスメントプランのフォーカスアドバンスメントプランのフォーカスアドバンスメントプランのフォーカス

ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上

ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上

フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求
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ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上

’07 ’08’02 ’03 ’04 ’05
Phase 3

’06
Phase 4

コアコアコアコア
B/C/CD/Sportsのののの
フルモデルチェンジフルモデルチェンジフルモデルチェンジフルモデルチェンジ

コアプラットフォーコアプラットフォーコアプラットフォーコアプラットフォー
ムの新型モデルムの新型モデルムの新型モデルムの新型モデル
CX-7、、、、CX-9、他、他、他、他

Phase 5

ミレニアムミレニアムミレニアムミレニアム モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

’09 ’10
Phase 6
新技術を用いた新技術を用いた新技術を用いた新技術を用いた
次世代商品群の次世代商品群の次世代商品群の次世代商品群の

導入導入導入導入

’11 －－－－
アドバンスメントアドバンスメントアドバンスメントアドバンスメント

ビジネス基盤の更なる強化ビジネス基盤の更なる強化ビジネス基盤の更なる強化ビジネス基盤の更なる強化

・・・・マツダマツダマツダマツダモノ造りモノ造りモノ造りモノ造り革新革新革新革新
・・・・先行技術開発の加速先行技術開発の加速先行技術開発の加速先行技術開発の加速

新型新型新型新型パワーパワーパワーパワートトトトレインレインレインレイン ＆＆＆＆

プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム

更なるビジ更なるビジ更なるビジ更なるビジ
ネスの成長ネスの成長ネスの成長ネスの成長

新商品群の進化新商品群の進化新商品群の進化新商品群の進化

・・・・Bカーカーカーカー,CDカーカーカーカー,次期次期次期次期Cカーカーカーカー

・・・・新たなビジネス基軸モデル新たなビジネス基軸モデル新たなビジネス基軸モデル新たなビジネス基軸モデル

商品革新により成長を持続商品革新により成長を持続商品革新により成長を持続商品革新により成長を持続
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新型新型新型新型デミオをデミオをデミオをデミオを7777月に導入月に導入月に導入月に導入

新型新型新型新型アテンザをアテンザをアテンザをアテンザを

東京モーターショーで公開東京モーターショーで公開東京モーターショーで公開東京モーターショーで公開

ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上
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防府工場防府工場防府工場防府工場
((((第第第第2工場工場工場工場を増強を増強を増強を増強))))
防府工場防府工場防府工場防府工場防府工場防府工場防府工場防府工場

((((((((第第第第第第第第22工場工場工場工場工場工場工場工場を増強を増強を増強を増強を増強を増強を増強を増強))))))))

宇品宇品宇品宇品工場工場工場工場
((((第第第第1111工場工場工場工場を増強を増強を増強を増強))))

宇品宇品宇品宇品宇品宇品宇品宇品工場工場工場工場工場工場工場工場
((((((((第第第第第第第第11111111工場工場工場工場工場工場工場工場を増強を増強を増強を増強を増強を増強を増強を増強))))))))

定時生産能力定時生産能力定時生産能力定時生産能力

(千台千台千台千台) 2006年度年度年度年度 増強後増強後増強後増強後 増加増加増加増加

広島広島広島広島 484 515 31
防府防府防府防府 414 481 67
合計合計合計合計 898 996 98

9月までに主な工事を完了し、一部では既に増産を開始。月までに主な工事を完了し、一部では既に増産を開始。月までに主な工事を完了し、一部では既に増産を開始。月までに主な工事を完了し、一部では既に増産を開始。

11月から本格的な生産を開始する。月から本格的な生産を開始する。月から本格的な生産を開始する。月から本格的な生産を開始する。

ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上 –国内生産能力国内生産能力国内生産能力国内生産能力



9

V6エンジンの国内生産を再開し、年産エンジンの国内生産を再開し、年産エンジンの国内生産を再開し、年産エンジンの国内生産を再開し、年産10万万万万5千台の生産千台の生産千台の生産千台の生産

能力を追加。能力を追加。能力を追加。能力を追加。

同時に同時に同時に同時に自動車業界初の自動車業界初の自動車業界初の自動車業界初のV6/ ＩＩＩＩ4エンジンの混流生産を実現。エンジンの混流生産を実現。エンジンの混流生産を実現。エンジンの混流生産を実現。

ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上 –国内パワートレイン国内パワートレイン国内パワートレイン国内パワートレイン
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フォードとのフォードとのフォードとのフォードとの合弁エンジン工場が今年合弁エンジン工場が今年合弁エンジン工場が今年合弁エンジン工場が今年4444月より稼働、合弁月より稼働、合弁月より稼働、合弁月より稼働、合弁

車両工場も車両工場も車両工場も車両工場も9999月月月月24242424日竣工し、生産能力日竣工し、生産能力日竣工し、生産能力日竣工し、生産能力 16161616万台を追加。万台を追加。万台を追加。万台を追加。

フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化 –中国中国中国中国南京南京南京南京



11

プレスプレスプレスプレス

車体車体車体車体

乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場乗用車組立工場

部品庫部品庫部品庫部品庫

塗装工場塗装工場塗装工場塗装工場塗装工場塗装工場塗装工場塗装工場

乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場乗用車車体工場

プレス工場プレス工場プレス工場プレス工場プレス工場プレス工場プレス工場プレス工場

食堂食堂食堂食堂

車両組立車両組立車両組立車両組立

大型プレスライン新設大型プレスライン新設大型プレスライン新設大型プレスライン新設

フレキシブル生産ラインを新設フレキシブル生産ラインを新設フレキシブル生産ラインを新設フレキシブル生産ラインを新設

塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装
マツダ開発の「マツダ開発の「マツダ開発の「マツダ開発の「3333ウェット・オンウェット・オンウェット・オンウェット・オン方式」ラインを新設方式」ラインを新設方式」ラインを新設方式」ラインを新設
しししし、、、、既存ラインも更新既存ラインも更新既存ラインも更新既存ラインも更新

変種変量生産可能なラインを新設変種変量生産可能なラインを新設変種変量生産可能なラインを新設変種変量生産可能なラインを新設

フォードとのフォードとのフォードとのフォードとの合弁合弁合弁合弁工場ＡＡＴに新乗用車工場を建設す工場ＡＡＴに新乗用車工場を建設す工場ＡＡＴに新乗用車工場を建設す工場ＡＡＴに新乗用車工場を建設す

ることを発表。ることを発表。ることを発表。ることを発表。生産能力生産能力生産能力生産能力 10101010万台を追加。万台を追加。万台を追加。万台を追加。

フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化フォードシナジーの深化 – AAT新乗用車工場新乗用車工場新乗用車工場新乗用車工場
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新商品の紹介新商品の紹介新商品の紹介新商品の紹介
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新型デミオ新型デミオ新型デミオ新型デミオ / Mazda2
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新型プレマシー新型プレマシー新型プレマシー新型プレマシー / Mazda5
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新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ / Mazda6
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新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ / Mazda6

Concept: “Zoom-Zoom Evolution”
3つのつのつのつのKey Value
-Emotional and Sporty
-Exclusive Experience
-Insightful Package
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新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ / Mazda6

クラストップレベルの空力性能クラストップレベルの空力性能クラストップレベルの空力性能クラストップレベルの空力性能

Cd値値値値=0.27
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新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ新型アテンザ / Mazda6

リアビークルモニタリングシステムリアビークルモニタリングシステムリアビークルモニタリングシステムリアビークルモニタリングシステム

CF-Net（（（（Cross Functional-Network））））
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技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン技術開発の長期ビジョン

「サステイナブル「サステイナブル「サステイナブル「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言宣言宣言宣言」」」」



Page 2020

自動車の抱える課題に対しては、複数の解決策（自動車の抱える課題に対しては、複数の解決策（自動車の抱える課題に対しては、複数の解決策（自動車の抱える課題に対しては、複数の解決策（マルチソリューションマルチソリューションマルチソリューションマルチソリューション）が必要）が必要）が必要）が必要

地球環境のサステイナブルな未来にむけて地球環境のサステイナブルな未来にむけて地球環境のサステイナブルな未来にむけて地球環境のサステイナブルな未来にむけて
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交通環境のサステイナブルな未来にむけて交通環境のサステイナブルな未来にむけて交通環境のサステイナブルな未来にむけて交通環境のサステイナブルな未来にむけて

自動車では、様々な技術でぶつからない車に向けた開発を実施。自動車では、様々な技術でぶつからない車に向けた開発を実施。自動車では、様々な技術でぶつからない車に向けた開発を実施。自動車では、様々な技術でぶつからない車に向けた開発を実施。
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サステイナブルサステイナブルサステイナブルサステイナブル””””Zoom-Zoom””””宣言宣言宣言宣言
いつまでも、「ワクワク」するクルマ、「見て乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗いつまでも、「ワクワク」するクルマ、「見て乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗いつまでも、「ワクワク」するクルマ、「見て乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗いつまでも、「ワクワク」するクルマ、「見て乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗

りたくなる。」クルマを創り続け、クルマも、人も、地球も、りたくなる。」クルマを創り続け、クルマも、人も、地球も、りたくなる。」クルマを創り続け、クルマも、人も、地球も、りたくなる。」クルマを創り続け、クルマも、人も、地球も、

みんながワクワクし続けられるサステイナブルなみんながワクワクし続けられるサステイナブルなみんながワクワクし続けられるサステイナブルなみんながワクワクし続けられるサステイナブルな

未来の実現に向けて取り組んでいきます。未来の実現に向けて取り組んでいきます。未来の実現に向けて取り組んでいきます。未来の実現に向けて取り組んでいきます。
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ビジョンビジョンビジョンビジョン

““““乗って楽しくなる。また乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗りたくなる。乗って楽しくなる。また乗りたくなる。”””” パワートレインを将来にわたり追求。パワートレインを将来にわたり追求。パワートレインを将来にわたり追求。パワートレインを将来にわたり追求。

方針方針方針方針

中長期中長期中長期中長期////将来に向けて将来に向けて将来に向けて将来に向けて

躍動感あふれる動力性能と、お客様にまた買っていただける環境性能を両立。躍動感あふれる動力性能と、お客様にまた買っていただける環境性能を両立。躍動感あふれる動力性能と、お客様にまた買っていただける環境性能を両立。躍動感あふれる動力性能と、お客様にまた買っていただける環境性能を両立。

燃焼技術を進化させ、水素燃焼技術を追求。燃焼技術を進化させ、水素燃焼技術を追求。燃焼技術を進化させ、水素燃焼技術を追求。燃焼技術を進化させ、水素燃焼技術を追求。

進化の過程の中で、より現実的な技術を導入し、将来につなぐ。進化の過程の中で、より現実的な技術を導入し、将来につなぐ。進化の過程の中で、より現実的な技術を導入し、将来につなぐ。進化の過程の中で、より現実的な技術を導入し、将来につなぐ。

パワートレインビジョンパワートレインビジョンパワートレインビジョンパワートレインビジョン
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SISS

停止位置制御停止位置制御停止位置制御停止位置制御

燃焼始動制御燃焼始動制御燃焼始動制御燃焼始動制御

直噴技術直噴技術直噴技術直噴技術
燃費：燃費：燃費：燃費：10%10%10%10%向上向上向上向上

素早い再始動素早い再始動素早い再始動素早い再始動

優れた静粛性優れた静粛性優れた静粛性優れた静粛性

Target テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー
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次世代ガソリンエンジン次世代ガソリンエンジン次世代ガソリンエンジン次世代ガソリンエンジン

可変可変可変可変バルブバルブバルブバルブ技術技術技術技術

燃焼制御技術燃焼制御技術燃焼制御技術燃焼制御技術

触媒技術触媒技術触媒技術触媒技術

低抵抗吸排気低抵抗吸排気低抵抗吸排気低抵抗吸排気

直噴技術直噴技術直噴技術直噴技術

Target テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

燃費：燃費：燃費：燃費：20%20%20%20%向上向上向上向上

実用域トルク向上実用域トルク向上実用域トルク向上実用域トルク向上

超クリーン超クリーン超クリーン超クリーン
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次世代ディーゼルエンジン次世代ディーゼルエンジン次世代ディーゼルエンジン次世代ディーゼルエンジン

過給システム過給システム過給システム過給システム

ワイドレンジ多量ワイドレンジ多量ワイドレンジ多量ワイドレンジ多量EGR

軽量化軽量化軽量化軽量化

直噴技術直噴技術直噴技術直噴技術

触媒技術触媒技術触媒技術触媒技術

Target テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

燃費：燃費：燃費：燃費：11110%0%0%0%向上向上向上向上

軽快なレスポンス軽快なレスポンス軽快なレスポンス軽快なレスポンス

超クリーン超クリーン超クリーン超クリーン
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触媒技術触媒技術触媒技術触媒技術

次世代ロータリーエンジン次世代ロータリーエンジン次世代ロータリーエンジン次世代ロータリーエンジン

ディメンション変更ディメンション変更ディメンション変更ディメンション変更

アルミサイドハウジングアルミサイドハウジングアルミサイドハウジングアルミサイドハウジング

直噴技術直噴技術直噴技術直噴技術

Target テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

燃費：劇的向上燃費：劇的向上燃費：劇的向上燃費：劇的向上

実用域トルク向上実用域トルク向上実用域トルク向上実用域トルク向上

超クリーン超クリーン超クリーン超クリーン
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水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン
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1995 1997 1999 2001 2003

Demio
FCEV Demio

FCEV

日本初公道走行

RX-8
HYDROGEN RE

Capella
cargo HV

1991 1992

HR-X

FC Golf cart

HR-X2

MX-5HV

水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン
水
素
エ
ン
ジ
ン

水
素
エ
ン
ジ
ン

水
素
エ
ン
ジ
ン

水
素
エ
ン
ジ
ン

燃
料
電
池

燃
料
電
池

燃
料
電
池

燃
料
電
池

1993 2005 2006

Premacy
FC-EV

Premacy 
HYDROGEN RE
HYBRID

RX-8
HYDROGEN RE

リース

日本初公道走行
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水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン

REREの可能性の可能性の可能性の可能性の可能性の可能性の可能性の可能性 水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋水素社会への架け橋

水素とガソリンを併用可能な水素とガソリンを併用可能な水素とガソリンを併用可能な水素とガソリンを併用可能な

デュアルフューエルシステムデュアルフューエルシステムデュアルフューエルシステムデュアルフューエルシステム

インフラ過渡期においても、インフラ過渡期においても、インフラ過渡期においても、インフラ過渡期においても、

最適なフレキシビリティ最適なフレキシビリティ最適なフレキシビリティ最適なフレキシビリティ

ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom--------ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom

内燃機関ならではの楽しさ内燃機関ならではの楽しさ内燃機関ならではの楽しさ内燃機関ならではの楽しさ

官能的なフィーリング官能的なフィーリング官能的なフィーリング官能的なフィーリング

水素燃焼に適した内燃機関水素燃焼に適した内燃機関水素燃焼に適した内燃機関水素燃焼に適した内燃機関

既存の技術を活かし、既存の技術を活かし、既存の技術を活かし、既存の技術を活かし、

現実的な水素自動車を実現現実的な水素自動車を実現現実的な水素自動車を実現現実的な水素自動車を実現



Page 3131

水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン水素ロータリーエンジン
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デザインビジョンデザインビジョンデザインビジョンデザインビジョン

ビジョンビジョンビジョンビジョン

““““一目見て欲しくなる、一目見て一目見て欲しくなる、一目見て一目見て欲しくなる、一目見て一目見て欲しくなる、一目見て乗りたくなる乗りたくなる乗りたくなる乗りたくなる、一目見て、一目見て、一目見て、一目見て
マツダとわかるマツダとわかるマツダとわかるマツダとわかる””””デザインのデザインのデザインのデザインの追求。追求。追求。追求。

方針方針方針方針

一目見てマツダとわかる、ファミリーテイストの確立一目見てマツダとわかる、ファミリーテイストの確立一目見てマツダとわかる、ファミリーテイストの確立一目見てマツダとわかる、ファミリーテイストの確立

新しいデザインキューの提案新しいデザインキューの提案新しいデザインキューの提案新しいデザインキューの提案

プロポーションの革新プロポーションの革新プロポーションの革新プロポーションの革新
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Mazda 大気大気大気大気
「流」 「流雅」 「葉風」



Page 3434

車両技術ビジョン車両技術ビジョン車両技術ビジョン車両技術ビジョン

ビジョンビジョンビジョンビジョン

““““見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、また乗りたくなる見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、また乗りたくなる見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、また乗りたくなる見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、また乗りたくなる””””
プラットフォームのプラットフォームのプラットフォームのプラットフォームの追求。追求。追求。追求。

方針方針方針方針

お客様の心を魅了するスタイリングお客様の心を魅了するスタイリングお客様の心を魅了するスタイリングお客様の心を魅了するスタイリングをサポート。をサポート。をサポート。をサポート。

運転運転運転運転するするするする楽しさ楽しさ楽しさ楽しさと安全をと安全をと安全をと安全を提供提供提供提供。。。。

正しい運転をサポートし、事故を回避可能な技術を実現。正しい運転をサポートし、事故を回避可能な技術を実現。正しい運転をサポートし、事故を回避可能な技術を実現。正しい運転をサポートし、事故を回避可能な技術を実現。

軽量化により、運転性能向上だけでなく、軽量化により、運転性能向上だけでなく、軽量化により、運転性能向上だけでなく、軽量化により、運転性能向上だけでなく、COCOCOCO2222削減を実現。削減を実現。削減を実現。削減を実現。
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車両技術車両技術車両技術車両技術 ––––環境技術環境技術環境技術環境技術

スリー・ウエット・オン塗装スリー・ウエット・オン塗装スリー・ウエット・オン塗装スリー・ウエット・オン塗装

バンパーバンパーバンパーバンパーtoバンパーリサイクルバンパーリサイクルバンパーリサイクルバンパーリサイクル
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車両技術車両技術車両技術車両技術 ––––安全技術安全技術安全技術安全技術
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まとめまとめまとめまとめ
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まとめまとめまとめまとめ

マツダマツダマツダマツダ アドバンスメントプランを着実に実行アドバンスメントプランを着実に実行アドバンスメントプランを着実に実行アドバンスメントプランを着実に実行

サステイナブルサステイナブルサステイナブルサステイナブルZoom-Zoom宣言宣言宣言宣言

将来への投資を拡大しつつ、経営目標達成を目指す将来への投資を拡大しつつ、経営目標達成を目指す将来への投資を拡大しつつ、経営目標達成を目指す将来への投資を拡大しつつ、経営目標達成を目指す

長期ビジョンの実現に向けたマツダの目指す成長は長期ビジョンの実現に向けたマツダの目指す成長は長期ビジョンの実現に向けたマツダの目指す成長は長期ビジョンの実現に向けたマツダの目指す成長は

- フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求フォードシナジーの追求

- ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上ブランド価値の向上

- ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上ビジネス効率の向上

に焦点を当てて実現に焦点を当てて実現に焦点を当てて実現に焦点を当てて実現
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このプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及びこのプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及びこのプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及びこのプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及び

将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替

変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまし変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまし変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまし変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまし

て、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があるて、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があるて、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があるて、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合がある

ことをあらかじめご了承願います。ことをあらかじめご了承願います。ことをあらかじめご了承願います。ことをあらかじめご了承願います。

投資に関する最終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自投資に関する最終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自投資に関する最終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自投資に関する最終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自

身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション

資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの

損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を

負いかねますので、併せてご了承ください。負いかねますので、併せてご了承ください。負いかねますので、併せてご了承ください。負いかねますので、併せてご了承ください。

将来見通しに関する注意事項将来見通しに関する注意事項将来見通しに関する注意事項将来見通しに関する注意事項


