2010 年 11 月吉日
MONEYGE 運営委員会
【第２回】
『MONEYGE（マネージュ）
』女性投資家・未経験者合同アンケート
～女性投資経験者の８９．４％は毎月１万円以上の貯蓄をして、９０．７％がインターネ
ット通販の利用者～
主に初心者の女性向け投資情報サイトとして運営されている『ＭＯＮＥＹＧＥ（マネージ
ュ）
：http://www.moneyge.com/』が会員向けに実施したアンケートの結果を発表致します。
《アンケート主旨》
女性投資家（以下、投資経験者）および投資未経験者を中心に属性や投資に対する意識調
査等を幅広く調査し、女性の投資行動要因を探ってみる。
※本調査は今後も継続的に実施
《アンケート結果概要》
〈投資経験者・未経験者共通設問〉
▼女性の投資経験者で郵便局（郵便貯金・簡易保険）を利用していない人は２０．０％
一方で未経験者では利用していない人が３５．３％
投資経験者の方が郵便局の金融機関を利用している人が多いことがわかった。
▼クレジットカードを持っていない女性の投資経験者は１．３％で、未経験者は８．８％
〈投資経験者のみの設問〉
▼初めての投資商品は、
「株式投資」が５５．３％、
「投資信託」が２３．３％で、
インターネット証券会社の利用比率は９０．３％
インターネット証券会社を使う理由は、約半数が「手数料が安いから」と回答している。
▼株式の保有期間は１年以上の人が７０．９％だが、投資成果を「絶好調」と回答した
人は１６．５％
〈投資未経験者のみの質問〉
▼投資を始めなかった理由のうち、資金の問題と答えた人は３４．７％
つまり、それ以外の人は、知識や時間を原因に上げている。
▼初めての投資で使うのは「10 万円未満」が６６．０％で、「10 万円以上～30 万円未満」

が２１．３％と前回調査よりも１．５倍になっている。
《アンケート概要》
アンケート実施方法：インターネット（ＰＣ、携帯）を利用してのアンケート
アンケート対象

：ＭＯＮＥＹＧＥ（マネージュ）

アンケート期間

：2010 年 4 月 9 日～5 月 10 日

有効回答数

：300 人

《アンケート回答者属性》
性別

：女性 72.7％、男性 27.3％

年齢

：20 代 16.0％、30 代 34.7％、40 代 28.7％、その他 20.6％

投資経験

：経験者 68.7％、未経験者 31.3％

■アンケート結果
〈投資経験者・未経験者共通設問〉
≪既婚・未婚≫
既婚

投資経験者：63.1％

投資未経験者：36.9％

未婚

投資経験者：55.3％

投資未経験者：44.7％

≪世帯収入はいくらくらいですか？≫
300 万円未満 投資経験者：14.6％

投資未経験者：12.8％

300 万円以上～400 万円未満

投資経験者：8.7％

400 万円以上～500 万円未満

投資経験者：11.7％

投資未経験者：8.5％

500 万円以上～600 万円未満

投資経験者：15.5％

投資未経験者：6.4％

600 万円以上～700 万円未満

投資経験者：17.5％

投資未経験者：12.8％

700 万円以上

投資経験者：32％

投資未経験者：31.9％

投資未経験者：27.7％

≪子供はいますか？≫
1人

投資経験者：10.7％

投資未経験者：8.5％

2人

投資経験者：30.1％

投資未経験者：19.1％

3人

投資経験者：10.7％

投資未経験者：10.6％

4 人以上 投資経験者：1.0％

投資未経験者：2.1％

いない

投資未経験者：59.6％

投資経験者：47.6％

≪親世代と同居していますか？≫
同居している

投資経験者：68.9％

投資未経験者：31.1％

同居していない

投資経験者：61.7％

投資未経験者：38.3％

≪マイホームを所有していますか？≫
所有している（マンション）

投資経験者：18.4%

投資未経験者：6.4%

所有していない（何時かは購入したい）

投資経験者：23.3%

投資未経験者：38.3%

所有している（戸建）

投資経験者：42.7%

投資未経験者：48.9%

所有していない（購入したいと思わない） 投資経験者：15.5%

投資未経験者：6.4%

≪生命保険に入っていますか？≫
入っている（自分で）

投資経験者：77.7%

投資未経験者：57.4%

入っていない（興味はあるが）

投資経験者：13.6%

投資未経験者：25.5%

入っていない（興味もない）

投資経験者：7.8%

投資未経験者：8.5%

入っている（親などが）

投資経験者：1.0%

投資未経験者：8.5%

≪加入している保険商品はなんですか？≫ 複数回答
終身保険・定期保険

投資経験者：64.1%

投資未経験者：40.4%

医療保険・がん保険

投資経験者：59.2%

投資未経験者：51.1%

個人年金保険

投資経験者：29.1%

投資未経験者：23.4%

学資保険

投資経験者：17.5%

投資未経験者：0.0%

加入していない・興味ない

投資経験者：11.7%

投資未経験者：31.9%

≪郵便貯金や簡易保険を利用していますか？≫
郵便貯金を利用している

投資経験者：48.5%

投資未経験者：59.6%

利用していない

投資経験者：23.3%

投資未経験者：34.0%

両方とも利用している

投資経験者：26.2%

投資未経験者：2.1%

簡易保険を利用している

投資経験者：1.9%

投資未経験者：4.3%

≪よく利用する金融機関はどこですか？≫
都市銀行

投資経験者：62.1%

投資未経験者：59.6%

地方銀行

投資経験者：42.7%

投資未経験者：31.9%

ゆうちょ銀行

投資経験者：42.7%

投資未経験者：42.6%

証券会社

投資経験者：26.2%

投資未経験者：2.1%

信用金庫、信用組合

投資経験者：8.7%

投資未経験者：12.8%

農協

投資経験者：1.9%

投資未経験者：6.4%

その他

投資経験者：9.7%

投資未経験者：2.1%

≪メインバンクを教えてください≫
≪ネット銀行・ネット証券を利用していますか？≫
両方とも利用している

投資経験者：56.3%

投資未経験者：2.1%

どちらも利用していない

投資経験者：13.6%

投資未経験者：51.1%

オンライン銀行を利用している

投資経験者：17.5%

投資未経験者：44.7%

オンライン証券会社を利用している

投資経験者：12.6%

投資未経験者：2.1%

≪毎月の貯蓄額と投資額の合計はいくらくらいですか？≫
１万円未満

投資経験者：3.9%

投資未経験者：14.9%

１～３万円

投資経験者：18.4%

投資未経験者：19.1%

３～５万円

投資経験者：24.3%

投資未経験者：17.0%

５万円以上

投資経験者：24.3%

投資未経験者：21.3%

２０万円以上

投資経験者：12.6%

投資未経験者：2.1%

していない

投資経験者：11.7%

投資未経験者：25.5%

特に決めていない

投資経験者：4.9%

投資未経験者：0.0%

≪勤め先等の給与天引きによる貯蓄を利用していますか？≫
していない

投資経験者：68.0%

投資未経験者：87.2%

財形貯蓄を利用している 投資経験者：23.3%

投資未経験者：10.6%

社内預金を利用している 投資経験者：1.9%

投資未経験者：6.4%

持株会に加入している

投資経験者：8.7%

投資未経験者：2.1%

投信積立をしている

投資経験者：2.9%

投資未経験者：0.0%

その他

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

≪その金額はいくらくらいですか？≫
１万円未満

投資経験者：2.9%

投資未経験者：0.0%

１～３万円

投資経験者：17.5%

投資未経験者：4.3%

３～５万円

投資経験者：4.9%

投資未経験者：6.4%

５万円以上

投資経験者：3.9%

投資未経験者：2.1%

１０万円以上

投資経験者：1.9%

投資未経験者：0.0%

していない

投資経験者：68.0%

投資未経験者：87.2%

その他

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

≪クレジットカードをどのくらい持っていますか？≫
１枚

投資経験者：12.6%

投資未経験者：8.5%

２～４枚

投資経験者：62.1%

投資未経験者：59.6%

５枚以上

投資経験者：20.4%

投資未経験者：23.4%

１０枚以上

投資経験者：3.9%

投資未経験者：0.0%

持っていない

投資経験者：1.0%

投資未経験者：8.5%

≪どんな電子マネーを利用していますか？≫
Edy

投資経験者：32.0%

投資未経験者：14.9%

Suica などの交通系

投資経験者：51.5%

投資未経験者：46.8%

nanaco、WAON などの流通系

投資経験者：34.0%

投資未経験者：12.8%

後払い型の電子マネー

投資経験者：4.9%

投資未経験者：4.3%

BitCash 等の仮想マネー型

投資経験者：0.0%

投資未経験者：4.3%

利用していない

投資経験者：19.4%

投資未経験者：36.2%

その他

投資経験者：1.9%

投資未経験者：2.1%

≪ポイント制度を利用していますか？≫
Yahoo ポイント

投資経験者：47.6%

投資未経験者：31.9%

楽天ポイント

投資経験者：70.9%

投資未経験者：53.2%

ANA、JAL の航空会社系

投資経験者：35.9%

投資未経験者：27.7%

T ポイント

投資経験者：41.7%

投資未経験者：23.4%

ビックカメラ等の流通企業系

投資経験者：35.0%

投資未経験者：36.2%

ネットマイル等のポイント交換サイト

投資経験者：34.0%

投資未経験者：17.0%

利用していない

投資経験者：3.9%

投資未経験者：19.1%

その他

投資経験者：1.9%

投資未経験者：6.4%

≪毎月、あと幾ら収入が多ければ余裕のある生活が送れると思いますか？≫
３万円以上

投資経験者：5.8%

投資未経験者：6.4%

５万円以上

投資経験者：19.4%

投資未経験者：40.4%

１０万円以上

投資経験者：41.7%

投資未経験者：31.9%

２０万円以上

投資経験者：20.4%

投資未経験者：10.6%

現在にあまり不満はない 投資経験者：12.6%

投資未経験者：10.6%

≪お金について不安に思うことがありますか？≫
特にない

投資経験者：17.5%

投資未経験者：14.9%

家計が苦しい

投資経験者：13.6%

投資未経験者：25.5%

貯蓄が増えない

投資経験者：35.0%

投資未経験者：40.4%

収入が増えない

投資経験者：35.0%

投資未経験者：29.8%

老後の生活が不安

投資経験者：57.3%

投資未経験者：44.7%

その他

投資経験者：6.8%

投資未経験者：6.4%

≪今後、投資先として有望だと思われる地域はどこですか？≫
日本

投資経験者：18.4%

投資未経験者：4.3%

中国

投資経験者：48.5%

投資未経験者：51.1%

インド

投資経験者：51.5%

投資未経験者：38.3%

ロシア

投資経験者：8.7%

投資未経験者：6.4%

ブラジル

投資経験者：35.9%

投資未経験者：14.9%

EU

投資経験者：4.9%

投資未経験者：4.3%

アメリカ

投資経験者：2.9%

投資未経験者：2.1%

東南アジア

投資経験者：16.5%

投資未経験者：19.1%

その他

投資経験者：6.8%

投資未経験者：4.3%

≪10 年後の日本経済はどうなっていると思いますか？≫
現在とさほど変わらない

投資経験者：50.5%

投資未経験者：48.9%

現在よりも好調な状況になる

投資経験者：22.3%

投資未経験者：12.8%

現在よりも悪い状況になる

投資経験者：27.2%

投資未経験者：38.3%

≪ペットはいますか？（複数回答）≫
犬

投資経験者：10.7%

投資未経験者：25.5%

猫

投資経験者：5.8%

投資未経験者：17.0%

その他

投資経験者：10.7%

投資未経験者：10.6%

いない

投資経験者：76.7%

投資未経験者：48.9%

≪水着を買うのは何年に一度ですか？≫
毎年一着は購入する

投資経験者：5.8%

投資未経験者：2.1%

２年に一度くらいの頻度で購入する 投資経験者：10.7%

投資未経験者：10.6%

３年に一度くらいの頻度で購入する 投資経験者：22.3%

投資未経験者：29.8%

水着は購入しない

投資経験者：50.5%

投資未経験者：53.2%

その他

投資経験者：10.7%

投資未経験者：4.3%

≪スポーツ・クラブに通っていますか？≫
一度も通ったことはない

投資経験者：43.7%

投資未経験者：42.6%

以前は通っていたが現在は通っていない

投資経験者：42.7%

投資未経験者：44.7%

通っている

投資経験者：13.6%

投資未経験者：12.8%

≪月に何日くらい運動をしますか？≫
運動はしない

投資経験者：44.7%

29.8%

月に１回程度

投資経験者：7.8%

投資未経験者：12.8%

月に２～３回程度

投資経験者：10.7%

投資未経験者：23.4%

週に１回程度

投資経験者：18.4%

投資未経験者：19.1%

週に数回程度

投資経験者：12.6%

投資未経験者：12.8%

それ以上

投資経験者：4.9%

投資未経験者：2.1%

その他

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

≪お酒やタバコをたしなみますか？≫
お酒

投資経験者：46.6%

投資未経験者：31.9%

タバコ

投資経験者：3.9%

投資未経験者：8.5%

両方

投資経験者：2.9%

投資未経験者：10.6%

どちらもない

投資経験者：46.6%

投資未経験者：48.9%

≪宝くじやギャンブルをしますか？≫
どれもしない

投資経験者：50.5%

投資未経験者：53.2%

宝くじ、ｔｏｔｏ、等

投資経験者：39.8%

投資未経験者：46.8%

競馬、競輪、等

投資経験者：5.8%

投資未経験者：0.0%

パチンコ、スロット、等 投資経験者：3.9%

投資未経験者：0.0%

≪一ヶ月に化粧品にどれくらい出費していますか？≫
１万円未満

投資経験者：67.0%

投資未経験者：59.6%

１～３万円

投資経験者：10.7%

投資未経験者：12.8%

３～５万円

投資経験者：2.9%

投資未経験者：0.0%

５万円以上

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

利用していない 投資経験者：18.4%

投資未経験者：27.7%

≪一ヶ月に衣料品にどれくらい出費していますか？≫
１万円未満

投資経験者：67.0%

投資未経験者：59.6%

１～３万円

投資経験者：10.7%

投資未経験者：12.8%

３～５万円

投資経験者：2.9%

投資未経験者：0.0%

５万円以上

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

利用していない 投資経験者：18.4%

投資未経験者：27.7%

≪月に何回くらい夕食を外食で済ませますか？≫
月に１回程度

投資経験者：25.2%

投資未経験者：17.0%

月に２～３回程度

投資経験者：42.7%

投資未経験者：42.6%

週に１回程度

投資経験者：14.6%

投資未経験者：21.3%

週に数回程度

投資経験者：6.8%

投資未経験者：8.5%

それ以上

投資経験者：1.0%

投資未経験者：2.1%

外食はしない

投資経験者：9.7%

投資未経験者：8.5%

≪インターネットは何で閲覧していますか？≫
パソコン（自宅）

投資経験者：89.3%

投資未経験者：80.9%

携帯電話

投資経験者：0.0%

投資未経験者：4.3%

パソコン（職場や学校） 投資経験者：10.7%

投資未経験者：14.9%

≪インターネットの閲覧頻度はどれくらいですか？≫
１月に２～３回程度

投資経験者：4.9%

投資未経験者：4.3%

週に２～３回程度

投資経験者：5.8%

投資未経験者：8.5%

毎週１回程度

投資経験者：1.0%

投資未経験者：2.1%

毎日１回程度

投資経験者：30.1%

投資未経験者：40.4%

毎日数回以上

投資経験者：58.3%

投資未経験者：44.7%

≪インターネットをどのように利用していますか？≫
Ｗｅｂ閲覧

投資経験者：99.0%

投資未経験者：97.9%

メール

投資経験者：87.4%

投資未経験者：76.6%

ブログ

投資経験者：32.0%

投資未経験者：23.4%

ＳＮＳ

投資経験者：17.5%

投資未経験者：14.9%

オンライン・ゲーム

投資経験者：5.8%

投資未経験者：4.3%

金融取引

投資経験者：69.9%

投資未経験者：8.5%

動画視聴

投資経験者：34.0%

投資未経験者：27.7%

その他

投資経験者：1.9%

投資未経験者：2.1%

≪通販は利用していますか？≫
インターネット通販

投資経験者：89.3%

投資未経験者：83.0%

テレビ通販

投資経験者：4.9%

投資未経験者：6.4%

その他の通販

投資経験者：10.7%

投資未経験者：8.5%

通販は利用しない

投資経験者：9.7%

投資未経験者：12.8%

≪年に何回くらい泊りがけの旅行に行きますか？≫
年に一回程度

投資経験者：35.9%

投資未経験者：29.8%

年に数回程度

投資経験者：53.4%

投資未経験者：44.7%

年に５回以上

投資経験者：1.0%

投資未経験者：6.4%

年に１０回以上

投資経験者：2.9%

投資未経験者：4.3%

いかない

投資経験者：6.8%

投資未経験者：12.8%

その他

投資経験者：0.0%

投資未経験者：2.1%

≪帰省先がある場合、年に何回くらい帰省していますか？≫
年に一回程度

投資経験者：19.4%

投資未経験者：10.6%

年に数回程度

投資経験者：16.5%

投資未経験者：14.9%

年に５回以上

投資経験者：6.8%

投資未経験者：6.4%

年に１０回以上 投資経験者：3.9%

投資未経験者：4.3%

帰省はしない

投資経験者：53.4%

投資未経験者：59.6%

その他

投資経験者：0.0%

投資未経験者：4.3%

≪一回の帰省費用は？≫
１万円未満

投資経験者：19.4%

投資未経験者：8.5%

１～３万円

投資経験者：9.7%

投資未経験者：17.0%

３～５万円

投資経験者：5.8%

投資未経験者：6.4%

５万円以上

投資経験者：9.7%

投資未経験者：2.1%

１０万円以上

投資経験者：2.9%

投資未経験者：6.4%

帰省はしない

投資経験者：52.4%

投資未経験者：59.6%

≪年に何回くらいバーゲンに行きますか？≫
年に一回程度

投資経験者：27.2%

投資未経験者：29.8%

年に数回程度

投資経験者：38.8%

投資未経験者：40.4%

年に５回以上

投資経験者：3.9%

投資未経験者：6.4%

いかない

投資経験者：29.1%

投資未経験者：23.4%

≪ディズニーランドにはどのくらいの頻度で行きますか？≫
年に一回程度

投資経験者：35.0%

投資未経験者：48.9%

年に数回程度

投資経験者：4.9%

投資未経験者：2.1%

年に５回以上

投資経験者：1.0%

投資未経験者：0.0%

年に１０回以上 投資経験者：1.9%

投資未経験者：0.0%

いかない

投資未経験者：48.9%

投資経験者：57.3%

〈投資未経験者〉
≪投資と聞いてイメージするものはどのようなものですか？≫ 複数回答
ギャンブル

14.9%

リスクが大きい

61.7%

難しそう

51.1%

損しそう

38.3%

資産形成の 1 ツール

21.3%

企業を応援

10.6%

楽しそう

6.4%

毎日相場をチェックしないとだめそう

29.8%

頭がよさそう 8.5%
情報に敏感になりそう

25.5%

得しそう

6.4%

≪これまで投資を始めなかった理由を教えてください。
（複数回答）≫
興味がなかったから

19.1%

投資できる資金がなかったから

44.7%

口座開設が面倒

14.9%

時間がないから

14.9%

ある程度まとまった金額がないとできないと思っていたから
元金が保証されないから

17.0%

買い方がよく分からない

21.3%

知識が足りないから

48.9%

≪投資を始めたいと思いますか？≫
はい（一年以内に）

19.1%

はい（いずれは）

51.1%

いいえ

29.8%

≪投資をするとしたら、1 番最初にいくら使う予定ですか？≫
10 万円未満

66.0%

10 万円以上～30 万円未満

21.3%

30 万円以上～50 万円未満

2.1%

50 万円以上～80 万円未満

2.1%

27.7%

80 万円以上～100 万円未満

2.1%

100 万円以上 6.4%
≪投資情報を収集するために、どのようなメディアが使えると思いますか？≫複数回答
専門書籍

44.7%

雑誌

25.5%

新聞

40.4%

インターネット

83.0%

テレビ

4.3%

友人知人

23.4%

≪投資について相談できる人があなたの身近にいますか？また、それは誰ですか？≫
夫、妻

27.7%

両親

12.8%

会社の同僚

10.6%

友達

6.4%

周りにはいない

46.8%

≪興味のある投資商品は何ですか？≫
株式投資

44.7%

投資信託

29.8%

国債

14.9%

それ以外の債券

6.4%

金投資

6.4%

外貨預金

21.3%

外貨ＦＸ

19.1%

外貨 MMF

2.1%
6.4%

マンション、別荘等の不動産投資
わからない

29.8%

〈投資経験者〉
≪投資を始めた理由を教えてください。≫
資産形成のため

69.9%

セミナー等に参加して

1.9%

生涯学習として

7.8%

応援したい企業があった

3.9%

流行っているから

1.0%

知人に勧められて

6.8%

金融機関で勧められて

2.9%

株主優待に興味があったので

3.0%

その他

3.8%

≪初めての投資商品は何でしたか？≫
株式投資

55.3%

金投資

1.0%

投資信託

23.3%

外貨預金

8.7%

外貨 MMF

1.0%

外貨ＦＸ

1.9%

国債

7.8%

それ以外の債券 1.0%
≪今までに投資した経験のあるのは何ですか？≫
株式投資

90.3%

投資信託

62.1%

国債

30.1%

それ以外の債券 16.5%
ＥＴＦ

9.7%

金投資

16.5%

外貨預金

40.8%

外貨ＦＸ

10.7%

外貨 MMF

22.3%

マンション、別荘等の不動産投資 2.9%
その他

1.0%

≪初めての投資で参考にしたものは何ですか？≫
専門書籍

32.0%

雑誌

45.6%

新聞

30.1%

インターネット 57.3%
テレビ

4.9%

友人知人

20.4%

その他

3.9%

≪現在、保有している株式銘柄はいくつですか？≫
１銘柄

4.9%

２～４銘柄

20.4%

５銘柄以上

29.1%

１０銘柄以上

33.0%

保有していない 12.6%
≪1 株式銘柄の保有期間はどのくらいですか？≫
1 日未満 3.9%
1 日以上 1 ヶ月未満

4.9%

1 ヶ月以上～6 ヶ月未満

9.7%

6 ヶ月以上～1 年未満

10.7%

1 年以上～3 年未満

42.7%

3 年以上

28.2%

≪投資銘柄を選ぶ際の決め手は何ですか？≫
有名な企業である

34.0%

短期的な値上がり益が期待できる 27.2%
長期的な値上がり益が期待できる 34.0%
配当が期待できる

49.5%

株主優待に魅力を感じる

77.7%

その他

5.8%

≪現在、投資情報を収集するために、どのようなメディアを使用していますか？≫
専門書籍

17.5%

雑誌

38.8%

新聞

44.7%

インターネット 86.4%
テレビ

18.4%

友人知人

10.7%

その他

1.0%

≪現在の投資目的は何ですか？≫

日々の楽しみのため

41.7%

お小遣いを増やすため

39.8%

株主優待をもらうため

65.0%

将来に備えるため

40.8%

大きく儲けるため

4.9%

その他

4.9%

≪過去 1 年間の投資成果はいかがですか？≫
絶好調

1.0%

好調

12.6%

ふつう

37.9%

不調

32.0%

絶不調

16.5%

≪投資について相談できる人があなたの身近にいますか？また、それは誰ですか？≫
夫、妻

27.2%

両親

7.8%

子ども

1.9%

会社の同僚

6.8%

友達

19.4%

周りにはいない 50.5%
≪投資を始める前と後で、投資に対する意識、考え方は変わりましたか？≫
少し変わった

49.5%

特に変わらない 13.6%
大きく変わった 36.9%
≪現在、口座を開設している証券会社は何社ですか？≫
１社

48.5%

２～３社

37.9%

４～５社

6.8%

６社以上

3.9%

開設していない 2.9%
≪利用証券会社は対面、インターネットのどちらですか？≫
インターネット

74.8%

両方

15.5%

証券会社は利用していない

2.9%

対面

6.8%

≪「対面」とお答えいただいた方にお伺いします。
「対面」を利用されている理由は何です
か？≫
昔からの付き合いがあるから

7.8%

アドバイスをして貰えるから

8.7%

その他

2.9%

パソコン等の操作が面倒だから

2.9%

色々と優遇があると思うから

1.0%

紹介されたから

1.0%

対面でしか扱わない商品のため

1.0%

≪「インターネット」とお答えいただいた方にお伺いします。「インターネット」を利用さ
れている理由は何ですか？≫
手数料等が安いから

47.6%

いつでも簡単に取引ができるから

40.8%

その他

1.0%

営業マンとのやり取りが面倒だから

1.0%

情報ツール等が充実しているから

1.0%

■MONEYGE (マネージュ)について
サービス概要：株式会社エフピーウーマンと株式会社リンクアット・ジャパンが運営する初
心者の女性向け投資情報サイト(2007 年 4 月開設)。女性が気になる時事、ニュースから女
性投資家の投資体験談や銘柄クチコミなど女性視点の投資情報ポータルサイトになります。
URL： http://www.moneyge.com/
■MONEYGE 運営委員会
株式会社エフピーウーマン

/ 株式会社リンクアット・ジャパン

■本件に関するお問い合わせ先
株式会社リンクアット・ジャパン
東京都品川区北品川 1-10-4
担当：中川

Y.B.ビル７F

TEL：03-5781-0330

メール：nakagawa@la-j.com

