
第8回「結い 2101」受益者総会 
「匠」～ 世界が必要とする日本のこだわり ～   

企業展示: 

【主催】   鎌倉投信株式会社  〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下4丁目5-9 

   お問い合わせ     TEL：050-3536-3300       Email： contact@kamakuraim.jp 

日時: 2017年9月9日（土） 10:30～17:00  

  【 10:30 開場・受付開始 、 12:00 開会 】 
 

場所: 国立京都国際会館 アネックスホール 
    京都市 左京区 岩倉大鷺町 422番地 
  

プログラム: 

  託児ルーム: 小さなお子様連れのお客様のために、会場内に開設します。 
事前に予約が必要となります。添付の案内をご覧ください。 

 

【投資先（子会社含む）】 IKEUCHI ORGANIC、オイシックス、コタ、 
三洋化成工業、瑞光、第一稀元素化学工業、トビムシ、堀場製作所、
ハーツユナイテッドグループ、前田工繊、ユーシン精機、リオン、 
和井田製作所、スワンベーカリー（ヤマトホールディングス特例子会社） 
 

【取引先他】 丸吉日新堂印刷  

® 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

（予定） 

（予定） 

10:30-16：00 頃 

 
企業展示 ≪11：15-11：45 企業展示解説ツアー開催≫ 
 
 

 

12:00-12:10 
 

開会挨拶 

12:10-13:00  「結い 2101」 決算・運用報告 

13:15-14:15 投資先“いい会社”の経営者講演  
  株式会社 堀場製作所     
   代表取締役 会長 兼 社長  堀場 厚 氏 

14:15-15:15 投資先“いい会社”の経営者講演・対談 
  株式会社 ハーツユナイテッドグループ 
   代表取締役 社長 CEO  玉塚 元一 氏 

15:30-16:50 パネルディスカッション 
  株式会社 和井田製作所   
   代表取締役 会長 兼 社長  和井田 光生 氏 
   

  リオン 株式会社 
   代表取締役 社長  清水 健一 氏 

16:50-17:00 閉会挨拶  

（順不同） 

（開会中もご覧いただけます） 

mailto:contact@kamakuraim.jp


 

“いい会社”展示ブース   
       10:30-16:00頃 （開会中もご覧いただけます） 
 

 受益者総会  について ® 

 受益者総会は、鎌倉投信が設定運用ならびに販売する投資信託「結い 2101」の受益者の皆様に、
「結い 2101」の決算、運用状況をよりよくお伝えするため、また重大な約款変更等の承認事項の説
明のため、更には、投資家、投資先企業、運用者が結ばれる場として、鎌倉投信が独自に、原則と
して年に一度、決算後に定期開催するものです。 
 「結い 2101」に投資した受益者の皆様の、心の満足度が高まる「場」になれば幸いです。 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

 

パネルディスカッション・受益者との対話  
15:30-16:50 

  

 

投資先“いい会社”の経営者講演・対談 

 

 「結い 2101」決算・運用報告  
           12:10-13:00 

 投資先の「いい会社」、鎌倉投信を応援してくれ
る会社、そして鎌倉投信が応援する会社等が、
展示ブースにおいて、会社案内やパネル、記念
品などを展示・配布しています。 
 今回は、体験型企業展示も予定しています。是
非、お子様連れでご参加ください。 

 「結い2101」の運用責任者であ
る資産運用部長の新井が、第8期
決算を踏まえた決算内容と運用
状況について報告します。 

13:15-14:15 
 

♦株式会社 堀場製作所                
代表取締役 会長 兼 社長  堀場 厚 氏 

「匠」のテーマで投資している企業複数社にご登
壇いただき、パネルディスカッションをおこないま
す。受益者の皆様との質疑応答の時間も用意し
ていますので、お楽しみください。 

 

（パネリスト予定） 

♦株式会社 和井田製作所                    
代表取締役 会長 兼 社長 和井田 光生 氏 

♦リオン 株式会社                     
代表取締役 清水 健一 氏 

今年の受益者総会は、鎌倉投信の“いい会社”の評価基準である「人」「共生」「匠」のうち 

 「匠」 をテーマに、「世界が必要とする日本のこだわり」と題して開催します。 

14:15-15:15 
 

♦ 株式会社 ハーツユナイテッドグループ          
代表取締役 社長 CEO  玉塚 元一 氏 

堀場製作所の社是「おもしろおかしく」には、
「人生において多くの時間を過ごす会社での
日常を有意義で充実したものにしてほしい」と
いう前向きな願いが込められています。匠を
支える「ヒトづくり」をテーマにお話いただく予
定です。 

ハーツユナイテッドグループの中核会社デジ
タルハーツは、ITシステムの不具合をチェック
する会社です。日本人の持つ細やかな特性が、
世界で高く評価されています。「現代版の匠」
をテーマに対談形式でお話を伺う予定です。 



 登壇者紹介  （順不同） 

堀場 厚（ほりば あつし） 氏 
株式会社堀場製作所 代表取締役 会長 兼 社長  
 

1948年京都生まれ。1971年に甲南大学理学部を卒業後、オルソン・ホリバ社
（米国）入社。翌年、堀場製作所に入社し、米国子会社に出向。 
かたわら1975年カリフォルニア大学工学部を卒業、1977年に同大学大学院工
学部電子工学科を修了し、堀場製作所海外技術部長となる。 
1982年に取締役海外本部長、88年専務取締役営業本部長を経て、1992年よ
り代表取締役社長。2005年に会長兼務となり現在に至る。 
著書に「京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか」（講談社）  
     「難しい。だから挑戦しよう」（ＰＨＰ研究所）  

玉塚 元一（たまつか げんいち） 氏 
株式会社ハーツユナイテッドグループ 代表取締役 社長 CEO    
 
1962年生まれ。旭硝子株式会社に入社。 
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長 兼 COOに就任。 
その後、事業再生、経営支援を手がける株式会社リヴァンプを設立、代表取
締役に就任。 
2014年に株式会社ローソン代表取締役社長に就任、2016年より同社代表取
締役会長。 
2017年1月よりハーツユナイテッドグループ顧問、6月に同社の代表取締役社
長CEOに就任し、現在に至る。 



パネリスト紹介  （敬称略） 

鎌田 恭幸（かまた やすゆき） 
鎌倉投信 株式会社 代表取締役 社長 
外資系信託銀行の副社長を退任後、鎌倉投信を創業。20年以上にわたる資産運用業務
の経験を有する。個人投資家の資産を育むと共に、人をつなぎ、世代をつなぎ、豊かな社
会を創造する新たな投資信託を目指している。 
著書に「外資金融では出会えなかった日本でいちばん投資したい会社」（アチーブメント出版） 

新井 和宏（あらい かずひろ） 
鎌倉投信 株式会社 取締役 資産運用部長 
日系信託銀行、外資系投信投資顧問会社等を通じて20年にわたり資産運用業務に携わ
る。投資調査研究、株式、通貨の運用等を行ってきた。豊富な運用経験を有し、前職での
運用資産額は、1兆円を超える。2008年11月 鎌倉投信を創業。資産運用部長として運用
業務を統括する。著書に「投資は「きれいごと」で成功する」（ダイヤモンド社）、「持続的可
能な資本主義」（Discover21） 

清水 健一（しみず けんいち） 氏 
リオン 株式会社 代表取締役 社長 
 
1953年生まれ。1978年に法政大学経済学部卒業後、リオン株式会社 へ入社。 
2003年に経営管理統括部経理部長、取締役 経営管理統括部長となる。 
2006年に常務取締役管理統括部長、2009年に取締役常務執行役員 経営企
画統括部長。 
2013年に取締役専務執行役員 事業支援本部長を経て、2015年に 代表取締
役社長となり現在に至る。 

和井田 光生（わいだ みつお） 氏 
株式会社 和井田製作所 代表取締役 会長 兼 社長  

 
1947年生まれ。1971年に和井田製作所に入社し、1991年に営業部長となる。 
1995年に取締役営業部長。翌年、取締役営業本部長兼貿易部長。 
1999年に取締役国際部長を経て、2006年に代表取締役社長に就任。 
2009年に代表取締役会長に就任。 
2014年から代表取締役会長兼社長となり現在に至る。 



参加方法について  

◆各種警報等 
 緊急地震速報（震度５弱以上）を受信すると自動的に音声が流れます。 
 警報が鳴りましたら、決して慌てず係員の指示に従うよう、お願いします。 
 

◆駐車場について 
 会場には有料の駐車場がありますが、現在、新ホール建設工事にともない、 
 駐車可能台数が大幅に減少しています。先着順となりますので、ご了承ください。 
 近隣にも大型の駐車場がないため、ご注意ください。 
                       （公共交通機関でのご来館をおすすめします。） 
◆ごみ箱は会場にありません 
 ペットボトルなどをお持込の方は、各自お持ち帰りくださいますよう、お願いします。 
 

◆ペットについて 
 ペット連れでの参加は遠慮くださいますよう、お願いします。 
 

◆周辺のお店について 
  アクセスマップに記載のレストラン、コンビニエンス・ストアは会場から少し 離れています。 

◆国立京都国際会館への入場は無料です。 
◆会場内の出入りは自由です。 
◆乳幼児同伴の参加もできます。会場内に託児ルームを開設します。（利用料無料） 
   託児ルームのご利用には事前の申込みが必須となります。 

会場： 国立京都国際会館 アネックスホール 
住所： 京都市 左京区 岩倉大鷺町 422番地 
      地下鉄烏丸線「国際会館駅」から徒歩5分 
 HP： http://www.icckyoto.or.jp/ 

会場参加 

WEB参加 

去年に引き続き、Ｗｅｂ参加を実施いたします（ライブ映像のみ）。 
会場にお越しいただけない受益者の皆様も、是非ご参加ください。 
なお、Ｗｅｂ参加は録画再生の機能はありませんので、時間外の視聴ができないことにご注意ください。 

視聴イメージ 

説明資料 

申込締切り後、視聴確認のお願いと視聴専用URLをメー
ルでお知らせします。 
 

送信元：no-reply@seminar.vcube.com 
※上記メールを受信できるように設定をお願いします  
 
◆視聴準備について 
・パソコンは、視聴端末の環境チェックが必要です。 
・モバイル端末は、専用アプリのインストールが必要です。 
 

ライブ動画 

※参加申込みについては、別紙「参加申込書」をご覧ください。 

チャット 
(質問受付) 

http://www.icckyoto.or.jp/
mailto:no-reply@seminar.vcube.com
mailto:no-reply@seminar.vcube.com
mailto:no-reply@seminar.vcube.com


アクセス 

会場入口 



第8回「結い2101」受益者総会  参加申込書  

    申込方法：FAX（050-3536-3301）またはホームページ（ http://www.kamakuraim.jp ） 

鎌倉投信の 
口座番号 7桁 

代表者氏名 
（受益者） 

（せい） （めい） 
同伴されるご家族 

 

 
名 

住所 
〒      － 
 
 

電話番号 －   － 
メール 
アドレス         @ 

参加方法 
（いずれか1つ） 

会場参加 ・ Ｗｅｂ参加 

Web参加を申込まれた場合、後日、申込者専用のURLを 

メールにてお知らせいたします。なお、ご家族でＷｅｂ参加をご希
望された場合、代表者１名様での申込とさせていただきますので
ご了承ください。 

キッズスペース
の利用 

□ 私が記入した託児資料の記載内容をピジョンハーツ 
   株式会社へ提供することを了承し、利用を申込みます。 
    ※ □に✔を入れてください。チェックがない場合は受付できません。  
    ※ 必ず「託児ルーム利用申込書 および 同意書」（おひとりにつき１枚）と 
       あわせてお申込みください。 

申込人数 

名 

® 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

※受益者とは「結い2101」のお預かり残高があるお客様をいいます。 
※決算日に残高を保有するためには、7月14日（金）15時までに、当社で入金確認の必要があります。 

    申込期限： 2017年8月13日（日）まで 

    申込先：鎌倉投信 株式会社 鎌倉倶楽部 

私は、決算日（2017年7月19日）時点での受益者として、 
第8回「結い2101」受益者総会への参加を申込みます。 

本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供資料で、投資信託販売用資料ではありません。 

＜資産運用に関する注意事項＞ 

投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。 

・投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。 

・投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。      

・本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 

・本資料の使用権は、鎌倉投信に帰属します。 

・「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、 

 内容をよくお読みください。 

・「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。 

＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞ 

鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を
図ります。                                                            鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号          加入協会：一般社団法人 投資信託協会 

 



託児ルームのご案内   

申込期限： 2017年8月13日（日）  ※定員に達した場合、お断りすることがあります。 

   定員：  15名(無料) 
  申込先： 鎌倉投信株式会社 

          メール event_application@kamakuraim.jp 
          FAX    050-3536-3301 

開設日時 
2017年9月9日（土） 10：30～17：00 

     ※状況により開設時間を変更することがあります。 

開設場所 
      国立京都国際会館 アネックスホール Room 101 
     ＊当日アネックスホール入口 託児受付にてご案内します。 

対象 
生後６ヶ月から６歳（未就学児）まで  
※6ヵ月未満、小学生のお子様につきましてはご相談ください。  

お預かりの 
注意点 

以下の伝染病疾患の疑いのある場合、また治癒後は医師による証明書をお持ちください。 
   水疱瘡／はしか／おたふく風邪／手足口病／風疹／とびひ／嘔吐下痢症／    
   水イボ／流行性結膜炎／百日咳／インフルエンザ／風邪 

＊投薬などの医療行為や、エピペンのお預かりはできませんのでご了承ください。 

お食事 
1. 託児所での調理は一切行いません。ただし、ミルク用のお湯はこちらで用意いたします。 
2. 昼食はお子さまとご一緒に託児所の外でおとりください。 

おやつ 
離乳食 

原則として、持ち込みいただいたおやつ・飲み物（ビスケット・粉ミルクなど）はお預かり 
しますが、冷蔵庫などはありませんので、常温保存が可能なものをご持参ください。 
 
  おやつまたは離乳食・お飲み物 
  （生ものは不可。離乳食は未開封の瓶詰め・フリーズドライタイプなどをご用意ください） 
  
これにより万が一、食中毒や体調不良が生じた場合については一切責任を負いかねます 
ので、あらかじめご了承ください。 

保険 

保育に関しては万全の体制を整えていますが、万が一、保育者の責任に帰するべき事故が 
発生した場合には、ピジョンハーツ株式会社と保育者の２者によりこれを協議し、保険の範囲 
において対応します。 

小さなお子様連れのお客様のために、会場内に託児ルームを開設します。 
ご利用には事前の申し込みが必要です。 当日の急なお預かりはできません。 
以下の案内および利用規約をよくお読みの上、受益者総会の参加申込とは別に、 
「託児ルーム利用申込書及び同意書」を、当社へ提出ください。 

【託児ルーム運営会社】 
ピジョンハーツ株式会社   担当： 諸白様、万代様 
TEL： 06-4801-8323  
メール： yoyaku-west123@pigeon.com  HP：http://www.pigeonhearts.co.jp   

mailto:event_application@kamakuraim.jp
mailto:yoyaku-west123@pigeon.com
mailto:yoyaku-west123@pigeon.com
mailto:yoyaku-west123@pigeon.com
http://www.pigeonhearts.co.jp/


 

 

ピジョンウェンディイベント保育 利用規約 
事前に必ずご一読いただき、別紙「託児ルーム利用申込書及び同意書」にてお申込下さい。 

 

 

お預かりの注意点 

1. お子様の健康状態が普段と違う場合には、必ずお申し出下さい。 

2. 以下の場合にはお預かりいたしかねますのでご了承下さい。 

・当日お熱がある場合（37.5℃以上）、体調不良の場合 

・集団保育に適さないとピジョンハーツが判断した場合 

3. 保育中の食事の提供は致しません。 

持ち物 

1. ご記入済みの託児ルーム利用申込書及び同意書  

2. 身分証明書（健康保険証・運転免許証・母子手帳など） 

3. 保育中に必要なもの（要記名） 

※あらかじめまとめてご持参ください。お荷物はひとつのみお預かりいたします。 

おむつ・着替え・未開封のおやつ・未開封の飲み物 

お引き受け 

1. お預けされる前にお手洗いをお済ませ下さい。 

2. お荷物（ひとつ）をお預かりし、身分証明書にて確認の上、「確認書」をお渡しします。 

「確認書」は、保護者の証明となります。紛失しないようご注意ください。 

3. 当日のお子様のご様子をお話しください。また、保育にあたり注意点があるようでしたら、ス

タッフに直接お話しください。 

お引き渡し 

お預け時と同じ方にお越しいただき、必ず「確認書」をご提示下さい。 

※ お預かりと異なる方へお引き渡しする場合にはお預け時にお申し出下さい。お引き渡しの方
には身分証明書をご提示頂きます。 

※ お申し出のなかった場合、「確認書」を紛失された場合には、お引き渡しできない場合がござ
いますのでご注意下さい。 

緊急時 

怪我・発熱時、その他緊急時には、保護者の方に直ちにご連絡いたします。 

※「託児ルーム利用申込書及び同意書」にご記入いただいた緊急連絡先にご連絡いたします。 

※万が一手当の必要な場合には、近隣の病院へお子さまをお連れすることがございます。 

個人情報の 

取り扱いについて 

1.ピジョンハーツ株式会社（以下「当社」という）が運営するイベント保育（以下「ピジョンウェンデ

ィ」という）においてお預かりした個人情報（住所・氏名・電話番号・お子さまの健康状況等）

は、別途定める個人情報保護基本方針に基づき、細心の注意を払ってお取り扱いいたしま

す。 

個人情報の提供についてはお客様の任意ですが、個人情報を提供しないことを選択された場

合は、適切なサービスの提供を受けられない場合があります。 

2.当社は、お客様からお申し出をいただいた場合は、速やかに個人情報の変更、修正を行い、

正確かつ最新の情報での管理に努めます。 

3.当社は以下のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供または開示致しま

せん。 

・ご本人の同意がある場合。 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意をいただく

ことが困難な場合。 

・その他法令にもとづき開示や提供を求められた場合。 

4.利用目的の範囲 

・ピジョンウェンディサービスの提供および顧客管理、お子さまが医療機関への受診が必要

となった場合のみ利用いたします。 

・上記の利用目的以外で個人情報を利用する必要が生じた場合には、あらかじめ本人の同

意を得た場合および「個人情報の保護に関する法律」その他法令により例外として取り扱う

ことが認められた場合を除き、その利用についてご本人の同意をいただくものとします。な

お、当社では各業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対して必要な範囲で個人情報

を預託する場合があります。 

この場合には、法令および当社で定めた基準に沿って適切な管理を行います。 

5.個人情報の取り扱いおよび利用目的に関するお問い合わせ先 

  〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 

  ピジョンハーツ株式会社 経営企画本部 

   ℡.03-3661-4290（代表） fax.03-3661-4280 

                               保育業務委託業者： ピジョンハーツ株式会社 西日本事業運営部 06-4801-8323 

 



申込先： 鎌倉投信株式会社   申込期限： 2017年 8月 13日（日）   

メール event_application@kamakuraim.jp  FAX    050-3536-3301 

当日会場で、本申込書の原本をご提出いただきます。当日まで大切に保管してください。 

 

託児ルーム利用申込書 及び 同意書 

        

ご利用日 ご利用予定時間 実際のご利用時間 合計 

９ 月９日（ 土 ） ：  ～  ： ：  ～  ：    時間   分 

○託児中緊急連絡先 

携帯電話（所有者       ）        －     －       

○緊急連絡先（自宅・上記携帯電話以外、遠方でも可） 

氏 名：                  （お子様との関係：    ） 

ご住所：〒                  お電話    -    - 

○お子様について 

ふりがな 

お子様名                  男・女                              

平成   年   月   日 生 

     （    才    ヶ月） 

日常の保育    

家庭内･保育園･幼稚園 

①これまでに大きな病気をしましたか。（ある                                   ・ ない ） 

②これまでに大きなケガをしましたか。（ある                                   ・ ない ） 

③アレルギーはありますか。          （ある                                   ・ ない ） 

④ひきつけを起こした事はありますか。（ ある ・ ない ） 

・ある場合  初回   ヶ月頃（その後  回）  ・熱性けいれんの場合    ℃以上  

⑤スタッフに把握してほしいクセや症状があればお書き下さい。 

 

⑥当日のお世話中のおやつ・ミルク・おむつ替えなどのご要望についてお書き下さい。 

  ァ）    時     分頃に ミルクを      ｃｃ飲ませて下さい。 

           時     分頃におやつをあげて下さい。（内容：        ） 

イ） その後        時間後に              をあげて下さい。 

ウ） ａ．おむつ替えは       時間おきにして下さい。                    

ｂ．おむつはぬれていなければ替える必要はありません。 

エ）その他注意点 

 

 

同  意  書  

ピジョンハーツ株式会社 殿                                        年     月     日 

 利用児名：                            

上記の者の利用にあたりましては、別紙「ピジョンウェンディイベント保育利用規約」の内容に 

同意いたします。 

                       住     所                                   

                       ご自宅電話      －      －        

                       保護者氏名                    印  

                 ※お手数ですが、「印」の部分に捺印かサインをお願い致します。 

mailto:event_application@kamakuraim.jp

