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報道関係者各位  

2021 年３月 31 日 
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 

 

Japan Asset Managementとの資本業務提携 
に関するお知らせ 

～資産形成層向け三事業で連携～ 
 

 
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「ミンカブ」、本社：東京都千代田区、代表取

締役社長：瓜生 憲）と、株式会社 Japan Asset Management（以下「JAM」、本社：東京都千代
田区、代表取締役：堀江 智生）は、みんかぶリブランドの一環として、資産形成層向けの IFA 事
業 （ MINKABU ASSET MANAGEMENT ） 、 店 舗 事 業 （ MINKABU SQUARE ） 、 教 育 事 業
（MINKABU ACADEMY）の三事業で連携すること等を目的に包括的な業務提携に合意するとと
もに、ミンカブが JAM に資本参加することをお知らせいたします。 

 

 
 
ミンカブは、「みんなの株式」等、AI とクラウドインプットを活用した独自性の高い複数の投

資家向け金融情報メディアを日本最大級の規模で展開しています。更に情報系 Fintech ソリュー
ションベンダーとして、安定した技術力と豊富な検証データを背景に、様々な金融商品の分野に
おいて、金融機関向けに投資家に資するシステムの構築及び情報サービスの提供を行っています。
また、2021 年 4 月 25 日には、これまでの 1,358 万人の個人投資家層*から、1.05 億人の資産形
成層**までターゲットを拡大すべく、約 500 万人の月間ユニークユーザー数を有する「みんなの
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株式」をはじめとした、みんかぶシリーズメディア７媒体を統合し、資産形成情報メディア
「MINKABU（みんかぶ）」へリブランドするほか、独自の AI を活用した資産形成管理ツール
「MINKABU ASSET PLANNER」（通称：アセプラ）の提供を開始予定です。 

*出典：証券保管振替機構「個人株主数」 
**出典：総務省統計局「人口推移」20 歳以上の人口合計 

 
JAM は、2018 年 2 月の創業以来、「日本の金融業界を変革する」をビジョンに金融商品仲介

サービスを展開しており、コロナ禍においても前年同月比 200％超の増収を記録するなど、急速
に成長しています。JAM で活躍する IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、金融分野
における高度な知識を有し、大手証券会社で全国トップクラスの営業実績経験を持つ優秀な人材
が多く在籍しております。JAM の IFA は「生涯担当制」をモットーに、40～60 代の富裕層を中
心としたお客様へ人生のプランに寄り添った丁寧なアドバイスサービスを提供しております。 
 
 
【提携内容】 
1 IFA事業（MINKABU ASSET MANAGEMENT）における協業 
ミンカブ及び JAM は協力し、ミンカブが運営するメディア及びツールを活用することで実現する
ネットとリアルを融合した IFA 事業（証券会社が行う金融商品販売等の仲介事業）を通じて、資
産形成層に対して様々な金融サービスを提供します。具体的には、ミンカブが運営する資産形成
メディア「MINKABU」及び資産形成管理ツール「MINKABU ASSET PLANNER」（以下「アセ
プラ」）から対面での資産形成サポートを希望するユーザーを JAM に紹介します。ミンカブサー
ビス内にチャットツールを設ける等、ユーザーのユーザビリティを考慮した連携を実現します。
また、ミンカブが IFA 子会社を有した場合には、更なる深い連携に向けて協業し、対面のみなら 
ず、オンライン完結型の IFA サービスまで連携範囲を拡大します。 
 

 
 
*ミンカブが IFA 子会社を有した場合には、更なる深い連携を強化します。 
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2 資産形成層向け店舗（MINKABU SQUARE）の共同運営 
ミンカブと JAM は、資産形成層向けに来店型ショップ「MINKABU SQUARE」を共同で運営
します。MINKABU SQUARE では、JAM が取り扱う商品全般（国内株式・ETF［現物・信用
取引］、外国株式・海外 ETF、投資信託、ラップ、外国為替、国内債券、外国債券、保険、
不動産）に加え、ミンカブサービスである金融機関の口座開設支援やアセプラを取り扱いま
す。ミンカブは店舗の開店に向けた準備を担当し、JAM は店舗運営の全てを担当します。1
号店は東京での出店とし、その後、大阪、福岡でそれぞれ 1 店舗ずつ出店した後、更に出店
数を増やしてまいります。 
※所属金融商品取引業者における手続き、財務局への登録が完了でき次第、共同運営を開始 
予定です。 
 
 

3 資産形成教育事業の共同展開 
ミンカブと JAM は、資産形成層を育成する教育プログラム「MINKABU ACADEMY」を共同
で提供します。資産に限りのあるところからスタートする若年層をターゲットに、動画やオ
フラインで高品質な講義を行うことに加え、オフラインの子供向けのプログラムも提供しま
す。ミンカブがオンライン受講システム及び WEB 集客を担当し、JAM が講師及びカリキュラ
ム作成を担当します。 
 

オンライン型 オフライン型 子供向け 
オンライン形式による 
金融教育プログラム 

 
 

1on1 形式による 
対面型金融教育プログラム 
（週 1 回 3 ヶ月コース） 

 

継続的にお金について学ぶ 
対面型プログラム 

（月 1 回 12 ヶ月コース） 
 

 
ミンカブは、これから投資家だけでなく、資産形成の必要なすべての人々のために情報やツー

ル、サービスを直接的、間接的にお届けすることで、日本経済と金融市場の発展に寄与してまい
ります。 
 
 
 
 
■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて（https://minkabu.co.jp/） 
ミンカブは、日本最大級の投資家向け情報メディア「みんなの株式」を中心に、株式をはじめ、 
仮想通貨や外国為替、商品先物、投資信託、保険、不動産など様々な金融商品を対象とした投資
情報を提供しています。また、ユーザーの投稿や閲覧のデータを集約して利用するクラウドイン
プットの仕組みとビッグデータを解析し瞬時にコンテンツを生成する AI を活用しながら、一般投
資家のみならず金融機関向けにもソリューションパッケージとして情報の提供を行っています。 
 

https://minkabu.co.jp/
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社名      ：  株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 
所在地     ：  東京都千代田区神田神保町 3 丁目 29 番 1 号 
設立      ：  2006 年 7 月 7 日 
代表取締役社長 ：  瓜生 憲 
事業内容    ：  メディア事業、ソリューション事業 
連結子会社   ：  Prop Tech plus 株式会社、ロボット投信株式会社 
 
■ミンカブグループの運営するメディア一覧 
みんなの株式：https://minkabu.jp/ 
みんかぶ FX：https://fx.minkabu.jp/ 
みんなの仮想通貨：https://cc.minkabu.jp/ 
みんかぶ先物：https://fu.minkabu.jp/ 
みんかぶ投信：https://itf.minkabu.jp/ 
みんかぶ保険：https://ins.minkabu.jp/ 
みんかぶ不動産：https://re.minkabu.jp/ 
Kabutan(株探)：https://kabutan.jp/ 
証券会社比較.tokyo：https://証券会社比較.tokyo 
FX 比較.tokyo：https://FX 比較.tokyo 
クレカ比較.tokyo：https://クレカ比較.tokyo/ 
Japan REIT.COM※：http://www.japan-reit.com/ 
JAPAN PRIVATE REIT.COM※：https://www.japan-private-reit.com/ 
※：Prop Tech plus 株式会社による運営。 
 
 
■Japan Asset Management 株式会社について（https://www.japan-asset-management.com） 
私たちは、総合金融サービスを提供する資産コンサルティング会社です。日本の金融業界は、他
先進国に比べ 30 年以上遅れていると言われています。例えば、日本の証券会社や銀行では 3−5
年の間に転勤を命じられます。また、営業現場では会社の方針に沿った商品提案を求められるの
が実情です。一方、海外のプライベートバンカーなどは、「お金のコンシェルジュ」として、
様々なサービスを総合的、長期的に提供しています。私たちも、より長期的な視野でお客様の夢
や目標の達成をお手伝いし、会社の方針に関係なく、目の前のお客様 1 人 1 人に最適なサービス
を提供することで、日本の金融業界を少しでも前に進めてまいります。 
 
社名  ：  Japan Asset Management 株式会社 
所在地  ：  東京都千代田区大手町２丁目６番２号 
設立  ：  2018 年 2 月 
代表取締役  ：  堀江 智生 
事業内容  ：  資産コンサルティング業務 
 
 
 

https://minkabu.jp/
https://fx.minkabu.jp/
https://cc.minkabu.jp/
https://fu.minkabu.jp/
https://itf.minkabu.jp/
https://ins.minkabu.jp/
https://re.minkabu.jp/
https://kabutan.jp/
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.japan-reit.com/
https://www.japan-private-reit.com/
https://www.japan-asset-management.com/
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【報道関係お問い合わせ先】 
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 

TEL：03-6867-1570 
E-MAIL：press@minkabu.co.jp 

 
 
 
 
 
 


