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カブドットコム証券株式会社 

（コード番号：8703 東証1部） 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

「こちカブ（ラジオ NIKKEI）」「昼カブ（日経 CNBC）」に藤井明代が加わりパワーアップ 

～ ラジオ・テレビなしでも、いつでも、どこでも「パソコン・スマホ」でご視聴可能！ ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2014 年 4 月より投資情報室に新メンバー藤井明代を迎え、ラジオ番組「こちカブ（ラジ

オ NIKKEI）」、テレビ番組「昼カブ 投資相談室（日経 CNBC）」をパワーアップさせます。 

また、「こちカブ」はパソコンはもちろん、radiko アプリを使ってスマホからもご視聴可能。「昼カブ」は放送終了後、番組

サイトで過去分を放送するほか、動画配信サービス「NIKKEI Channel ＜Markets＞」でパソコン・スマホからリアルタイム

でご視聴いただけます。 

 

●「こちカブ（こちら kabu.com 投資情報室）」平日朝 8:00～ 

 

番組概要 

「こちカブ（こちら kabu.com 投資情報室）」 ラジオ NIKKEI http://market.radionikkei.jp/kochikabu/ 

・ ラジオ NIKKEI（短波放送） 

・ インターネット（ライブストリーミング/オンデマンド/ポッドキャスト） 

・ 携帯 Web（i モード/EZweb/Yahoo!ケータイ） 

・ スマートフォン（radiko アプリ） 

オンエア 平日（月曜～金曜） 8:00～8:20 

当社出演者 

スケジュー

ル 

【月曜日】 藤井明代 （投資アドバイザー、投資情報室） 

【火曜日】 河合達憲 （チーフストラテジスト、投資情報室） 

【水曜日】 山田勉 （マーケットアナリスト、投資情報室長） 

【木曜日】 臼田琢美 （理事） 

【金曜日】 田中空見子 （投資アナリスト、投資情報室） 

番組内容 

当社出演者とラジオ NIKKEI の記者（岸田恵美子氏、和島英樹氏、鎌田伸一氏、今野浩明氏）が、当日

のマーケットや資産運用に役立つ情報をわかりやすく解説。当日の「日経平均レンジ予想」もあり、生放

送ならではの内容で、朝のマーケット情報をコンパクトにお伝えし、リスナーからの質問に答えたり、注

目テーマやニュースをじっくり語ったりと、より身近で毎日欠かせない番組となっています。 

聴取方法 

聴き方の詳細はこちらをご参照ください → http://www.radionikkei.jp/style/ 

【ラジオ】 短波受信ラジオでラジオ NIKKEI（第 1 放送：3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz）で 

【パソコン】 番組ホームページからライブストリーミングかオンデマンドで 

【ポッドキャスト】 iPod 等デジタルオーディオプレイヤーで 

【携帯 Web】 ケータイ公式サイト「ラジオ NIKKEI モバイル」で 

【スマートフォン】 iPhoneTM用、AndroidTM用公式アプリ「radiko アプリ」のダウンロードで 

http://www.kabu.com/
http://market.radionikkei.jp/kochikabu/
http://www.radionikkei.jp/style/
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●「昼カブ 投資相談室」平日昼 14：05～ （再放送 同日 16：35～） 

 

番組概要 

「昼カブ 投資相談室」 日経 CNBC http://www.nikkei-cnbc.co.jp/program/hirukabu/ 

・ 日経 CNBC （CS 放送） 

・ NIKKEI Channel＜Markets＞ 

オンエア 平日：月曜～金曜 14：05～14：10 （再放送）16：35～16：40 

当社出演者 

スケジュー

ル 

【月曜日】 藤井明代 （投資アドバイザー、投資情報室） 

【火曜日】 山田勉 （マーケットアナリスト、投資情報室長） 

【水曜日】 河合達憲 （チーフストラテジスト、投資情報室） 

【木曜日】 臼田琢美 （理事） 

【金曜日】 田中空見子 （投資アナリスト、投資情報室） 

番組内容 
kabu.com 投資情報室メンバーが日替りで、株式、FX、投信、金融経済など様々な資産運用に関する視

聴者の疑問・相談にお答えします。 

聴取方法 

・ 衛星放送、ケーブルテレビでの視聴に加え、PCやタブレット端末、スマートフォンを利用して外出先で

も視聴可能です。 

NIKKEI Channel＜Markets＞ 

 ・ 番組放送後にネット上でのオンデマンド視聴も可能。 

 
◆  いつでも、どこでもマーケット 日経 CNBC NIKKEI Channel＜Markets＞ 

NIKKEI Channel<Markets>は、東京株式市場の取引時間に

合わせて平日 8 時 30 分～23 時 52 分の日経 CNBC の番組

をインターネットで視聴できる LIVE 動画配信サービスです。 

月額 760 円（税抜）[定価 月額 900 円（税抜）]（カブドットコム

証券お客さま特別価格）で「スマートフォン」「タブレット端末」

「パソコン」などから、いつでもどこでもチェックできます。 

サービス内

容 

NIKKEI Channel＜Markets＞ 

日経 CNBC の番組をインターネットで視聴できる動画配信サービス 

月額視聴料 

月額 760 円（税抜）（カブドットコム証券お客さま特別価格） 

[定価 月額 900 円（税抜）] 

初めての申込月は無料視聴可能 

視聴端末 パソコン、スマートフォン、タブレット端末など 

配信内容 

・ 東京株式市場の寄り付きなどの市況やニュース 

 ・ 大引け後の市況の解説やレポート、翌日以降のポイント 

 ・ ニューヨーク市場の整理にアジア市場の動向 

 ・ 先物や商品市況などの注目ポイント・相場展望 

 ・ カブドットコム証券提供の「昼カブ 投資相談室」 

※番組内容は予告なく変更になることがあります。ご了承ください。 

お申込方法 
ログイン後お客様ページの「設定・申込」→「電子契約」→「日経 CNBC NIKKEI Channel<Markets>」内、

「申込」ボタンよりお申込み下さい。 

 

http://www.kabu.com/
http://www.nikkei-cnbc.co.jp/program/hirukabu/
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◆  当社出演者プロフィール 

出演者  プロフィール 

藤井明代 

カブドットコム証券 投資情報室 投資アドバイザー 

東京都出身。 

大手ネット金融グループを経て、2013年 10月カブドットコム証券入社。 

前職では個人投資家向けのセミナー講師や窓口での相談業務を担当し、的確なア

ドバイスから老若男女問わず人気スタッフとして活躍。 

マーケットに魅了されるあまり、趣味は 365日相場考察。 

「株式投資を身近に感じていただけるよう、分かりやすく解説します！」 

 

山田勉 

カブドットコム証券  投資情報室長  マーケットアナリスト。 

準大手証券にてディーラー、マーケットメイカー、マーケットアナリストとして十

数年活躍。  

2004 年 5 月、カブドットコム証券入社、同社投資情報室長。  

『こちカブ』（ラジオ日経）『昼カブ』（日経 CNBC）『まーけっと Navi』（日テレ

NEWS24）『マーケットホットライン』（ストックボイス）などに出演。  

デフレ脱却と成長経済復帰で「日本を取り戻す」のが悲願。  

 

河合達憲 

カブドットコム証券  投資情報室  チーフストラテジスト 

近畿大学大学院・博士前期課程修了。日本で数少ない証券専攻修士号の

マスター称号を有する。ファンダメンタルとテクニカルを融合した投資分析を実

践しており、マクロ分析から個別銘柄までトップダウンアプローチでの分析力も

定評。最新刊『株の五輪書』 (マガジンハウス )など著書多数。ＴＶ・ラジオにも

多数のレギュラー出演する傍ら、2013 年より大阪国際大学、及び大阪国際

大学短期大学部にて大学講師としても登壇中。  

 

臼田琢美 

カブドットコム証券  理事  

1966 年大阪生まれ。証券会社、金融情報会社、年金運用会社を経て、カブ

ドットコム証券の設立に従事。1996 年ネット上の投資家コミュニティ「かぶこー

ネット（株式投資向上委員会）」を立ち上げる。「る～さ～！」は当時からのハ

ンドルネーム。テレビ・ラジオ・雑誌・Web 等に数多く出演 /連載。ニコニコ生放

送「る～さ～！ 's BAR（金融経済マーケットをニコ生で一番わかりやすく語ろう

会）」週 2 回生放送中（co1687657）。 

著書に『これがホントの「投資信託」入門！』（ダイヤモンド社）、『株の世界の

歩きかた』（日本経済新聞社）など。大証・清算業務委員会委員。  
 

田中空見子 

カブドットコム証券  投資情報室  投資アナリスト  

石川県金沢市出身。  

前職の証券会社で企画を担当し先物・オプション取引のセミナー講師として

活躍。2011 年 6 月、カブドットコム証券入社。専門分野であるデリバティブに

加え、株式や投資信託、トレーディング術に至るまで幅広い知識を持つ。癒し

系の中にもキラリと光るシャープな相場コメントに定評。  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kabu.com/
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※「radiko」は株式会社 radiko が運営する「radiko.jp」（ラジコ ドット ジェイピー）の略称・愛称で、パソコンがそのままラジオ

受信機となる「IP(Internet Protocol)サイマルラジオ」の配信サービスのことです。 

※「i モード」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

※「EZweb」は KDDI 株式会社の登録商標です。 

※「Yahoo!」の名称は、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 

※「iPhone™」は、Apple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※「Android™」は Google Inc.の商標です。 

 
 

●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を含むす

べてのご注文は、必ず約定するものではありません。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締結前交付書面

等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運

用を行ってください。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。 

●掲載情報は 2014 年 3 月 28 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にてご確

認ください。 

【金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号】 

【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号】 

【加入協会：日本証券業協会・金融先物取引業協会】 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>            <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390               担当： 執行役 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 

 

http://www.kabu.com/

