
SENERはより良い金融の未来へ向かう
あなたのための扉です



このビジネスプラットフォームは
あなたの利益を作り出す他と比べ物に

ならない機会です



会社概要

2007年2月米国に設立されたSenerは、
現在、世界をリードするインデックス先物投資
および資産管理会社の1つです。

アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域に7つの
オフィスを構え、32カ国以上で事業を展開
し、顧客にトレーニングおよび投資管理
サービスを提供しています。

100万人以上のVIP顧客にサービス
を提供し、2,000人以上の専門ス
タッフを雇用しています。



会社概要

業界最高の投資収益率を維持しなが
ら、顧客の利益を常に最大限に引き出
します。優れたトレーディングチームを
誇っていることを自負しています。

多数の国際的なブランド
と財務賞を受賞していま
す。

質の高いサービスと革新的な製品の提供、
高度な取引技術の研究開発を通じて、優れ
た顧客満足を提供することを約束します。





米国、ニューヨーク
ワシントンに設立

オーストラリアへ
事業拡大

ドイツとフランスに
事務所を置きヨー
ロッパに事業を拡大

グローバルに管理下の
資産で40億ドル超達成

ロンドンへ
事業拡大

アジア初の
アジアオフィスを
東京に展開

グローバルに
管理下の資産で

150億ドル超達成

中国へ
事業拡大



Senerは、
ポートフォリオ管理、リサーチ、
トレーディング、マーケティング、
クライアントサービス、
投資業務、IT、法律および
コンプライアンスを含む多くの
機能をチームで構成されていま
す。
これらのチームは、従業員が24
時間体制でお客様にサービスを
提供することを支援する当社の
関連事務所の運営を全面的に
サポートします。





Sener最高経営責任者

Spenser BrownはSenerの創業者で最高経営責任者（CEO）
です。 （2007 - 現在）
会社の戦略的指導を担い、すべての投資判断とリスクに対する
全体的な責任を負うものとします。
米国、欧州、オセアニア、アジアのグローバル金融市場への進
出を先導しました。

1990年以来、証券業界に携わり、独自の国際的なリスク裁定
取引を確立するためにベアー・スターンズに加わりました。
金利デリバティブ、オプション、エクソティクス、クレジットデリバ
ティブ取引の総責任者を務めるなど、合計12年間、
SchrodersおよびGoldman Sachsの資産運用および投資銀行
業務における上級役員を務めました。

金融業界での豊富な経験に加え、英国ポーツマス大学の経済
学士号（栄誉）、コロンビアビジネススクールのファイナンスMBA
も取得しています。



Sener最高執行責任者

Rick Sandellは、ヘッジファンド商品およびベンチャーキャピタル
事業の構造および運営に特化した10年以上の投資銀行業務
経験を有しています。

2010年にSenerの社内業務を監督し、投資調査を行い、その
後インデックス市場に関する深い知識を習得しました。
以前はJPモルガンに証券アナリストとして入社し、後に株式頭
取の研究に昇進しました。
Senerに入社する前に、Schrodersで6年間リスク管理責任者
を務めました。
B.S.と卒業した Whaleon Schoolの経済学とYale School of 
Managementの高度管理の修士号を取得しています。
革新的な変革、経営卓越性への集中的な取り組み、リスク管理
の専門分野における彼の印象的な記録は、Senerの継続的な
成功に不可欠なものです。



グローバル ファイナンシャル デリバティブ 商品

・債券
・オプション
・不動産
・株式
・先物

・貴金属
・原油
・ユニット信託基金
・外国為替
・インデックス



世界の金融デリバティブ商品のうち、

投資価値が最も高いのは？

インデックスはすべての世界的な金融派生商品の
要点を構成しており、世界の金融市場のパフォーマ
ンスを示す最も正確な指標です。
インデックスは、資本市場全体の経済的相互作用
を反映するだけでなく、投資家がグローバル証券
の価格変動を理解するのに役立ちます。





主要国際指標

ニューヨーク証券取引所または
ナスダックに上場されている

米国に拠点を置く異なる分野の
米国最大の株式公開企業30社を連動

ロンドン証券取引所に
上場している英国の企業100社に
連動

東京証券取引所市場第一部上場
企業225社の株価加重平均

フランクフルト証券取引所のトップ
30大企業に連動

米国/英国原油の実績をに連動



は、ニューヨーク証券取引所やナスダックなど、
米国の主要取引所に上場している500を超える
大手企業を追跡しています。これらの企業は、
米国の時価総額の約80％を占めています。

S＆P 500Indexで追跡された企業の構成株は
合計で$ 7.8兆ドル以上で、2.2兆ドル以上の資
産を有しています。

アメリカの大型株の唯一の尺度と広く考えられ
ています。





ダウ・ジョーンズ工業株平均（US 30）は、米国最大
の株式公開会社30社の株価動向を測る指標です。

経済のリーダーであると考えられている30の優良
企業は、ウォールストリート・ジャーナルの編集者に
よって選ばれた。これは1896年に始まった。

もともと重工業の企業の動きを測定することを
意図していました。しかし、今日では、指数の30社
のうち、工業製品とは何の関係もない企業は
ほとんどありません。

株式市場の活動を追跡している最も注目されてい
る市場ベンチマークの1つ。米国の産業部門の業績
を追跡するために作成されたものですが、現在では
一般的な市況の代理人とみなされています。





インデックスの利点

・最も安定した利益を生み出す金融商品
・膨大な取引量と高い流動性
・投資リスクの多様化
・上昇市場でも下降市場でも利益を
得ることができます
・公正な金融取引環境
・24時間取引
・最大500倍のレバレッジ



上海証券取引所の副総裁
- 明日のインデックス取引の将来について



・世界で最も広く使用されている
取引プラットフォーム
世界中の30カ国以上の外国為替および
インデックス仲介会社および銀行の70％
以上が利用しています

・世界の小売取引量の90％以上がMT4
取引プラットフォームを通じて完成

・透明なリアルタイムインデックスの瞬時
取引

・100を超えるテクニカルインジケータ、
リアルタイムインタラクティブチャート





2016年の
取引記録

Senerの小売取引部門は、
2016年に総純利益

286,328,326.19ドル
年間280％以上の
投資収益率を
達成しました。



市場のメリット

・厳格な規制手続きとリスク管理チーム

・顧客資金の安全を確保するための第三者
保管銀行の使用

・経験豊富なファンドマネージャーのチーム

・各クライアントには、透明なリアルタイムの
見積もりを含む個人MT4取引口座が発行
されます

・任意の時点ですべての個人取引と取引を
追跡することができます

・毎月計算され、支払われる返品額



運用プロセス

顧客投資額 第三者保管銀行 個々の
MT4取引口座

顧客基金の取引と管理を行う
プロフェッショナル取引と
リスク管理チーム

レバレッジ、ヘッジ、
裁定取引戦略を活用して

利益を生み出す

インデックス取引を通じて
Senerとその顧客のための

利益を生み出す





パッケージ パッケージ パッケージ パッケージ

ステージ

ステージ １

ステージ ３

ステージ ２

日

日

日

毎月のROI（毎日の計算と支出）

最大20％の月額リターンをお楽しみください！
注：顧客はいつでもすべての投資から引き出すことを選択できます。
そのような撤退の場合には、第1段階期間中に10％の行政手数料が課されることになります。



キャピタル
プロテクション
スキーム（CPS）

金額のマッチング

Senerはあなたの最初の投資額をドルに換算し、
取引のためにあなたのMT4アカウントで利用可能
な資本を事実上倍増させます。

資本の保護
投資にはキャピタル・プロテクション機能が備わって
おり、すべてのトレーディング活動は自己株式の50％
でストップ・ロスを伴います。 最悪のシナリオでは、
あなたの資本が100％保護されていることを保証
し、取引で失われた金は会社に帰属します。

エクイティプロテクション機能

株式が最初の金額を下回ると、Senerは新しく資金
をMT4口座に直接注入し、株式を元の金額に戻して
取引を再開します。

CPSイラストレーション：10,000USDパッケージには、MT4アカウントに
20,000USD（10,000USD + 10,000USD）の
利用可能なエクイティがあります。
株式が20,000USDを下回った場合、新しく資
金が投入され、その金額は20,000USDに戻さ
れます。





紹介報酬

紹介報酬

パッケージ パッケージ パッケージ パッケージ



グループ紹介報酬

グループ紹介報酬

パッケージ パッケージ パッケージ パッケージ

グループ合計報酬

グループ合計報酬

グループ合計報酬

１レベル ～ ５レベル

段 段

段 段

*グループトータルリワードには、毎月のリターンと個人的な紹介報酬が含まれます。

６レベル ～ １０レベル

１１レベル ～ １５レベル



ランキング報酬

ランク 総売上 報酬

アシスタント マネージャー

シニア マネージャー

デピティ ディレクター

シニア ディレクター

マネージャー

アシスタント デピティ
ディレクター

ディレクター

注：個人およびグループ紹介報酬は毎日計算され、支払われます。

デピティ ディレクター

デピティ ディレクター



あなたが望むライフスタイルを生きてください！

それを夢見てください。
それを生きてください。

2017年以降、Senerは、Sener ライフスタイルリワードプログラム
のライフスタイル報酬ポイントとして、ディストリビューターグルー
プの合計報酬の25％をさらに配分します。
あなたがそれを夢見ることができれば、あなたはそれを生きること
ができます。 Senerライフスタイルリワードプログラムでは、あなた
が望むライフスタイルを生きることができます！

*あなたのライフスタイル報酬ポイントは、あなたが選んだ報酬を償還する際に控除されます。
**ライフスタイル特典の対象となった場合、ライフスタイル特典アイテムを交換しないことを選択
した場合、ライフスタイル報酬ポイントの50％に相当する現金を使用することができます。

200,000
ライフスタイル
報酬
ポイント

メルセデスEクラス

BMW 5シリーズ



SENERはより良い金融の未来へ向かう
あなたのための扉です


