米国株式・ADR（※1） 店頭取引方法について
取引方法

国内店頭取引 (当社選定銘柄について、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買に応じる取引です。)

取扱商品

米国株式・ADR（当社指定銘柄）

取扱商品の上場市場 ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）
注文単位
注文受付時間
決済通貨

ナスダック市場（ＮＡＳＤＡＱ）

お客様の買い付け注文は1株単位かつ円換算10万円以上からお受け致します。 売却の場合は円換算10万円未満でもお
受け致します。
10：30～14：30（日本時間） 注：13:15～13：30は為替レート変更のため一時停止します。
円貨、外貨（米ドル）での決済が可能です。入出金は原則円貨となります。

約定日及び受渡日 日本国内での売買のため、発注日が約定となります。受渡日は約定日から4営業日目となります。
売買価格

お客様に提示する売り・買い価格は、前日の終値などを基準として合理的かつ適正な方法で算出した 社内基準値を仲値
として、当社が定めた値差により売り・買い価格を設定したものです。

為替レート

発注日における当社の定める為替レートとします。

手数料

備考

売買価格に手数料相当額が含まれている為、別途手数料(消費税）を頂戴することはありません。
ご購入は、購入対価のみのお支払いとなります。
※売買価格は、引け後の状況やグローベックス指数(※2)などの急激な変化が生じた場合に予告なく変更、若しくは中断す
る場合があります。
※各銘柄の売り/買い注文総額について制限株数/金額を設けており、制限株数/金額に達したことによりご注文をお受け
できない場合があります。

(※1)American Depositary Receipt の略で米国預託証書を意味します。
(※2)アメリカのシカゴに設置されている24時間の電子取引システムにおける株価指数等

米国株式の主なリスク
■価格変動リスク
国の景気や経済、社会、政治情勢の変化、株式発行者の業績、当該株式市場の需給などにより株価が変動し、損失が生じる 場合があります。
■信用リスク
当該株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じることにより、株価が変動し、損失が生じる場合があります。
■為替変動リスク
米国株式・ADRは米ドル建て取引であるため、外国為替相場の変動により円建てで損失が生じる場合があります。
■流動性リスク
市場動向等により、売買需要が少ない場合、当該株式が実勢価格で売買されにくく、不利な価格での取得や売却となることがあり、極端な場合
には、国内店頭取引による買い取りが行われなくなる可能性があります。
■カントリーリスク
米国の政治・経済・社会情勢等による影響を受ける可能性があります。
※ 原則、日本または米国の休業日は、お取引いただけません。
※ 外国株式取引の際は、契約締結前交付書面や外国証券情報等をご確認の上、投資の最終判断をお願いいたします。
■利益相反に関する開示事項
当社および関連会社の役職員は、掲載レポートに記載された証券について、ポジションを保有している場合があります。当社および関係会社は、
掲載レポートに記載された証券、同証券に基づくオプション、先物その他の金融派生商品について、買いまたは売りのポジションを有している
場合があり、今後、自己勘定で売買を行うことがあります。また、当社および関係会社は、掲載レポートに記載された会社に対して、引受等の
投資銀行業務、その他サービスを提供し、かつ同サービスの勧誘を行う場合があります。
■金融商品取引業者等
商 号 等 ：おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第１号
加入協会：日本証券業協会
【雛審20180219】
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次頁の取扱銘柄もご覧ください

米国株式・ADR店頭取引 取扱銘柄一覧
銘柄名

現地コード

アジレント・テクノロジー

A

アルコア

AA

プロフィール
アジレント・テクノロジーはライフサイエンス産業やIT産業向けに、化学分析、電子計測などの分析機器および
サービスを提供している会社。ヒューレット・パッカード(HPQ）の事業部門であったが、1999年に事業分離し、
2000年に独立した。

アルコアは米アルミ大手企業。2016年11月にアルコアインク(Alcoa Inc)から分離独立した。

AABA

インターネットの検索エンジンや、ニュース配信、オンライン辞書、メールサービスなどを手がけるインターネット・
ポータルサイト大手。同社のサービスには、個人向ウェブサービス、Eメール、メッセージサービスなどがあり、現
在25以上の言語により世界50カ国以上でサービスを展開している。アリババとヤフージャパンの株式を主要な資
産とする投資会社。2017年6月16日付でヤフーからアルタバに商号変更。

AAL

2013年12月にアメリカン航空とUSエアーウェズ・グループが合併し誕生した世界最大規模の航空会社。ワン
ワールド・アライアンスに加盟し、北米、カリブ海地域、中南米、欧州、太平洋地域で旅客便、貨物便の運行など
を手がける。

アップル

AAPL

デジタル家電、関連ソフトウェア製品を設計・製造する多国籍企業。マーケティングのスティーブ・ジョ ブズと技術
者ウォズニアックが共同設立したパソコンメーカーとして出発。携帯音楽機器＝アイポッドの大成功から再度成
長軌道にのり、アイフォンやアイパッドなど連続ヒットを飛ばす。

アルベマール

ALB

石油等の精製触媒、臭素、リチウム、その他ファインケミカルに注力している特殊化学品メーカー。エネルギー、
通信、輸送、エレクトロニクスなど、多岐にわたる産業に技術を提供している。

アライン・テクノロジー

ALGN

アライン・テクノロジーは、最先端の歯科矯正システムの設計・製造・販売会社。コンピュター上で患者の歯型の
3Dモデルを作成・透明な「インビザライン」と呼ばれる矯正具を3Dプリンターで製作する。従来の金属製の矯正
装置と違い、同社のマウスピースはワイヤーなどの金属類を一切使用しないため、装置しても目立たず、また、
取り外しが可能で口腔内を清潔に保ちやすいのが大きな特徴である。

アンバレラ

AMBA

アンバレラ(Ambarella、Inc.)は、高精細(HD)映像の圧縮・処理用半導体メーカー。2006年に複数のデジタルビデ
オ関連特許を有する台湾出身技術者により設立され、2012年10月にナスダックに上場した。現在、米国とアジア
（日・中・韓・台）を中心に業務を展開している（2013年）

アムジェン

米国を代表するバイオ医薬品メーカー。細胞生物学的技術や遺伝子組み換え技術を応用し、がん、慢性肝臓疾
患、炎症性疾患、代謝障害などの医薬品の開発、製造、販売を行っている。国内の売上高比率は2010年で約
AMGN
77％、海外が23％。販売先は主にアメリソース・バーゲン社(ABC)などの卸売り会社であるが、個別病院や医
師、他の医療機関にも販売している。

アルタバ

アメリカン・エアラインズ・

グループ

AMZN

書籍・音楽CD・電気製品など様々な商品のオンライン通販を行なうインターネットサイト「アマゾンドットコム」を運
営する会社。日本でもビジネスを展開し、楽天につぐ規模を誇る。タブレット型電子書籍のキンドルも手がける。

アバークロンビー・
アンド・フィッチ

ANF

米国大手カジュアル衣料専門店。「Abercrombie&Fitch」のほか、セカンドライン「Abercrombie Kids」「Hollister」及
び「Gilly Hicks」のブランド名で男性、女性、子供用のニットやシャツ、Tシャツ、フリース、ジーンズ、セーター、ア
ウターウェア、などのカジュアル・スポーツウェアや女性向けブラジャーや下着などのパーソナルケア製品及びア
クセサリーを販売している。

アリババ・グループ・
ホールディング

BABA
(※1）

オンラインによる電子商取引を手がける。小売および卸売におけるオンライン・マーケットプレイスの提供に加えて、クラウドコン
ピューティングやその他のサービスを提供する。主なビジネスには、中国のオンラインショッピングサイトである淘宝網（タオバオ・
マーケットプレイス）、ブランドメーカーや小売業者向けオンラインショッピングモールの天猫（TMALL.COM）、中小企業向けに世界
的な卸売プラットフォームサービスを提供するアリババドットコム、クラウドコンピューティングやデータ管理用のプラットフォームを
開発するアリババクラウドコンピューティング、中国のオンライン決済サービスを提供する支付宝（アリペイ）が含まれる。

バイドゥ

BIDU
（※1）

インターネット検索の中国大手。「百度Baidu.com」を運営し、Eコマース（電子商取引）、AI（人工知能）や自動運
転関連などにも注力している。

アマゾン・ドット・コム
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キャタピラー

CAT

建築及び鉱業、農業、林業機械の設計・製造・販売を行う傍ら、製品用のエンジン・部品の製造・提供も行う。
NYダウ構成銘柄。同社建設用作業機械の黄色の外観が、一般にイメージされる建機のイメージカラーとなるほ
ど世界中に浸透している。

コストコ・ホールセール

COST

会員制倉庫型店舗。取り扱う商品は、食品、自動車用品、玩具、スポーツ用品、宝石、電気製品、衣類、ヘルス・
美容品、その他。世界各地で店舗を展開し、日本でも神奈川県の川崎、兵庫県尼崎、札幌などに店舗を有す
る。

カプリ・
ホールディングス

CPRI

1981年に創業された、高級ブランド衣料、アクセサリーメーカー。直営店や有名百貨店などで販売される同社の
商品は、2012年会計年度末（2012年3月）時点で、欧州やアジアなど、世界85カ国で販売 されている。2019年1月
2日よりマイケルコースからカプリ・ホールディングスへ商号変更。

セールスフォース・
ドットコム

CRM

企業向けソフトウェア、同プラットフォーム製品販売企業。現在クラウドコンピューティングと呼ばれる サービス形
態の原型であるオンデマンドソフトサービスをいち早く開始した。

シスコ システムズ

CSCO

シスコシステムズは、データネットワーク製品メーカー。通信、ＩＴ業向けのインターネット・プロトコルを 基盤とした
ネットワークや、そのほか製品を設計・製造・販売し、これら製品とその運営に関するサービスも手掛ける。建物
内、構内、グローバルな地域間におけるデータ、音声、映像の送信に関する製品を提供する。

スリーディー・
システムズ

DDD

スリーディー・システムズ社は立体画像システムのリーディング企業。ラピッド・プロトタイピング（RP）と呼ばれる
三次元次元造形技術を用い、さまざまなデザインを短期間に実物化させることを可能とする3 次元プリンターの
製造・販売、関連サービスを手がけている。

ダラー・ゼネラル

DG

ディスカウント小売チェーン店。米国の南部、南西部、中西部、東部で事業を展開する。食品、紙製 品、清掃用
品、ヘルス・美容製品、ペット用品などの生活必需品からの季節の商品など、幅広い商品 を提供する。

D．R．ホートン

DHI

住宅建築・販売会社。初回購入者向けおよび買い替え用の一戸建て住宅を手掛ける。米国の中西部、大西洋
中部、南東・南西部および西部で事業を展開する。金融サービス部門を通して、住宅購入者にモーゲージローン
と権原サービスも提供する。

ウォルト・ディズニー

DIS

アメリカを代表するメディア・エンターテイメント企業。テレビ・映画・書籍・雑誌等の多様なメディアを通 じて、ミッ
キーマウスに代表されるアニメコンテンツの提供や世界各地でテーマパーク・リゾートの運営を行う。

エレクトロニック・アーツ

EA

エレクトロニック・アーツ(EA）はゲームソフト会社。1982年にカリフォルニア州で設立され、『プレイステーション』、
『Wii』、『Xbox』といった家庭用ゲーム機や、『PSP』、『ニンテンドーDS』などの携帯ゲーム機、パソコン、携帯電話
など、あらゆるプラットフォーム向けにゲームを開発し、販売している。

イーベイ

EBAY

米国のネットオークション会社。インターネット上で売り手と買い手を仲介し様々な品目やサービスが取引される
市場を提供する。子会社を通して安全なオンライン決済サービスPayPalも提供する。

フェイスブック

FB

フェイスブックは世界最大の会員数を持つソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）運営会社。2012年3月
末時点の月間アクティブユーザー（MAU：1ヶ月で一度でもログインした会員）が9億人を超えた。同社の収入の柱
は広告収入で、全体の約8割を占めている。モバイル機器の普及拡大に伴い、今後はモバイル向けのアプリ
ケーションの拡充を追及し、広告収入の増加を求めていく方針。

ゼネラル・エレクトリック

GE

米国を代表するグローバル企業。航空機のエンジンをはじめ、発電機、水処理施設、一般家庭向け電気製品、
医療映像機器、法人・個人向け金融、一般工業製品などを幅広く製品とサービスを手が けている。

ギリアド ・サイエンシズ

GILD

ギリアド・サイエンシズは、バイオ製薬会社。治療薬の開発・商品化を行っている。創業以来、HIV、B 型肝炎、イ
ンフルエンザといった感染症治療のための抗ウィルス剤開発を事業の中心としている。
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ゼネラル・モーターズ

アルファベット
（Ｃｌａｓｓ－A）

GM

1908年創業の米国を代表する自動車メーカー。長らくアメリカを代表する企業であり続けたが、日本の自動車
メーカーとの競争に敗れ業績が悪化、2009年6月11日に連邦破産法の適用を受ける。しかし、米政府の元で迅
速に再建を果たし2010年11月18日再上場、米国再生の象徴的存在となる。

検索エンジンをはじめインターネットサービス最大手であるグーグルの持ち株会社。検索結果の表示画面や提
携したウェブサイト上に広告を載せることで、収益の大半を稼ぐ。ネット検索では後発だが、 検索技術で他を上
GOOGL
回り利用者の信頼を勝ちとった。その結果、ネット上で検索することを「ググる」と呼ぶほど同社のサービスは日
本を始め世界中に浸透している。

ゴープロ

GPRO

GoPro（GoPro, Inc.）はウェアラブルカメラやカム・コーダー、その他アクセサリーを開発・製造する会社。ユー
ザーが写真やビデオファイルを共有・管理・編集ができるモバイル・アプリケーションや、ソフ トウエア開発なども
手掛けている。

ハリバートン

HAL

資源・エンジニアリングサービス企業。エネルギーサービス、エンジニアリング、建設サービスのほか、エネル
ギー産業用製品の製造を手がける。石油と天然ガスの探査、開発、生産分野の顧客向けに、サービス、製品、
総合的ソリューションも提供する。

ホーム・デポ

HD

世界最大のホーム・センター企業。売上高ベース（2010年会計年度）では国内第4位の小売企業でもある。1978
年創業、1981年公開と、その歴史は比較的浅い。2011年会計年度末（2011年1月）時点の国内店舗数は国内が
1,976店舗、 米国外が272店舗（カナダが179店舗、中国が8店舗、メキシコが85店舗）で、インターネットによる販
売も行っているほか、顧客向けに配送/取り付けサービスも実施している。

アイビーエム

IBM

最新情報技術を利用したソリューションを提供。ソリューションには、テクノロジー、システム、製品、サービス、ソ
フトウエア、金融に向けたものがある。世界にある自社の流通販売組織および多数の外部卸売り、小売業者を
通じて製品を販売する。

インテル

INTC

インテル（Intel Corporation）は半導体メーカー。コンピューター部品や関連製品を手がける。製品にはマイクロ
プロセッサ、マイクロコントローラー、フラッシュメモリー、グラフィックス、ネットワーク・通信関連、システム管理ソ
フトウェア、会議用機器、デジタル画像処理などがある。

IRBT

アイロボットは特殊ロボットのメーカー。「人の命や尊厳に関る"3Dの仕事"【Dull(退屈)・Dirty(不潔)・
Dangerous(危険)】 から人々を解放する」という理念をもとに数多くの実用的なロボットの設計・開発を手がけて
いる。東日本大震災発生 後、原子炉建屋内の放射線量や温度・湿度を測定する目的で、同社製品の遠隔操作
で動く多目的作業ロボット「510PackBot(パックボット）」2台を導入している。自律型家庭用掃除機の「ルンバ」で
有名。

モンデリーズ・
インターナショナル

MDLZ

モンデリーズ・インターナショナルは世界有数のお菓子会社。ビスケットの「オレオ」「ナビスコ」「ルー・ ビスケッ
ト」、チョコレートの「ミルカ」「キャドバリー」、ガムの「トライデント」、コーヒーの「ジェイコブ ス」、粉末飲料の「タン
グ」など10億米ドル規模の複数ブランドをはじめとして、併せて53のスナック食品と軽食ブランドを所有している
(2014年)。

メルク

MRK

2010年の売上高では世界第3位の規模を誇る米国医薬品メーカー。ドイツのメルクKGaA社とは起源を同じくする
が現在はまったく別会社である。同社は研究開発型のグローバル医薬品会社で、自社ならびにジョイントベン
チャーにより、ヒューマン/アニマルヘルス薬の研究開発/販売を行っている。

MS

モルガン・スタンレー (Morgan Stanley) は銀行持株会社。世界各地で個人、法人顧客を対象に多角的金融サー
ビスを提供する。国際的な証券業務が主力事業で、グローバル・アセット・マネジメント・ビジネスにも強みを発
揮。引き受けなどのリーグテーブル（実績ランキング表)では常に上位に位置し、 世界トップクラスの投資銀行と
して知られる。

マイクロソフト

MSFT

1975年にビル・ゲイツ氏とポール・アレン氏により設立された世界最大のコンピューターソフトウェア会社。パソコ
ンのオペレーティングシステムの「ウィンドウズ」や業務用ソフトの「オフィス」などのソフトウェア製品の開発、製
造、ライセンス販売などを手がけている。また、インターネット検索やビデオゲーム機器、携帯電話機器なども手
がけている。

マイクロン・テクノロジー

MU

マイクロン・テクノロジーは半導体ソリューションを提供する世界的企業。パソコン、モバイル機器、家電製品など
に使用される半導体記憶素子DRAMや、現代の主要な電子デバイスの一つであるNAND型フラッシュメモリ、お
よびNOR型フラッシュメモリなどの製造・販売を手掛けている。

マイラン

MYL

マイラン社は世界有数のジェネリック（後発医薬品）／スペシャリティー（特殊医薬品）製薬企業。世界最大級の
規模を誇る医薬品原料メーカー、マイランラボラトリーズを傘下に有し、アレルギー疾患・呼吸器疾患・精神疾患
などに特化したスペシャリティー医薬品や、抗レトロウィルス医薬品などを提供し ている。

アイロボット

モルガン・スタンレー
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ネットフリックス

NFLX

1997年に創業し、2002年5月に上場を果たした米国のDVDレンタル・ビデオ配信サービス会社。2012年末時点で
世界40カ国、会員総数約3300万人を持っており、インターネットを通じたビデオ視聴時間は月間10億時間を誇っ
ている。

エヌビディア

NVDA

主としてパソコン向けグラフィックメモリの設計・開発、販売と関連プログラムを提供する会社。３Ｄグラフィックス
(３次元画像）に強みを持ち、近年スマートフォン・タブレット端末にも搭載開始。

パロアルト
ネットワークス

PANW

パロアルトネットワークス（Palo Alto Networks, Inc.）はネットワークセキュリティソリューションを手掛ける会社。企
業、行政機関、サービスプロバイダのネットワークを同社独自のセキュリティプラットフォームにより優れたセキュ
リティを実現している。

ファイザー

PFE

世界最大の売上高を誇る米医薬品メーカー。1970年代から80年代に、血圧降下剤「ミニプレス」や、抗炎症薬
「フェル デン」などの発売を開始し、米製薬大手企業に成長した。代表的な薬品には、コレステロール低下剤（高
脂血症薬）「リ ピトール」、乳幼児の進襲性肺炎球菌感染予防ワクチン「プレベナー／プレベナー13」、関節リウ
マチ治療薬「エンブレル」、てんかん・糖尿病性末梢神経障害薬「リリカ」、勃起不全薬「バイアグラ」などがある。

プロクター＆ギャンブル

PG

世界的なヘアケア・化粧品、洗剤、紙おむつ等の日用品メーカー。パンパース（紙おむつ）、マックスファクター
（化粧品）、ジレット（髭剃り）など多岐に渡る分野においてブランド力を持った製品ラインナップを持ち、高収益企
業として知られる。バフェット氏が率いるパークシャー・ハサエウィの投資先としても有名。

ペイパル・
ホールディングス

PYPL

クアルコム

クレジットカード等による電子決済サービスを行う会社。同社に登録(クレジットカード情報等を登録） し、ネット
ショッピング決済の際に利用することによって個人情報を店側に伝えなくて済むなど利便性・ 安全性を高めた
サービス提供を行っている。ペイパルの口座間やクレジットカードによる送金サービスなども行っている。

半導体・ソフトウェア企業。CDMA方式の携帯電話の実用化に成功し、同方式の携帯電話では圧倒的シェアを誇
QCOM る。携帯電話用チップ供給を行っている他、その基本重要特許の多くを保有しているためライセンス収入も多額
に上る。

RTN

レイセオンは米大手軍事企業。ミサイルを始め、軍用レーダー、陸・海上の防衛システムなどの開発・製造を手
掛ける。

スターバックス

SBUX

スターバックス（Starbucks Corporation）は自社ブランドコーヒー小売販売会社。エスプレッソを主体と してテイク
アウトをメインに販売したのがシアトルスタイルと呼ばれ全米にカフェブームの礎を築く。 スーパーマーケット、イ
ンターネットを通じてコーヒー豆を販売するほかボトル入りコーヒー飲料やアイ スクリームの販売も手掛ける。現
在では世界50カ国以上の国と地域で販売展開をする。

スクエア

SQ

スクエアリーダーなどモバイル端末向けのクレジットカード決済ソリューションを提供する。このほか、POSサービ
スの提供、金融サービス、マーケティングサービスも行っている。

スカイワークス・
ソリューションズ

SWKS

スカイワークスはアナログ半導体／電子機器部品メーカー。マサチューセッツ州に本社を構える同社は、スマー
トフォンやタブレット端末をはじめ、自動車、ネットワーク機器、GPS（全地球測位システム）、エネルギー管理、工
業、医療、軍事など様々な分野で使われる製品を手掛けている。

シマンテック

SYMC

シマンテック社はセキュリティ・ソフトウェア業界の世界トップ企業(2013年8月時点）。1982年に人工知能や自然
言語の研究家により設立された後、1989年にナスダックに上場。パソコン内の情報を盗み出したり、デバイス(機
器）の操作を妨害したりする悪質なプログラムやウイルスなどから一般消費者や企業を守るためのセキュリ
ティ、ストレージ、システム管理に関するソリューションを提供している。

テスラ

TSLA

03年設立。電気自動車のデザイン・開発・製造を手がける。環境問題の高まりで、先進国中心に、既存の化石系
燃料（ガソリンなど）を使用する従来型自動車からハイブリッドカーへの需要が伸びるなか、同社は設立当初か
ら電気だけを動力源とする自動車の開発に注力。日本では東京の青山にショールームを展開する。

ツイッター

TWTR

ツイッターはツイート(つぶやき)と呼ばれる140文字以内の短文を投稿・共有できるインターネットサービス会社。
多言語でサービス提供を行っており、テレビとの連動や、非常時には情報提供などの配信 を行うなど、今後世
界的な情報インフラとしての成長が期待される。

レイセオン
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アンダー・アーマー

UAA

アンダーアーマーは、1996年にケビン・プランク氏が創設したスポーツウェア販売会社。同氏はアメリカンフット
ボール 選手であったが、大学時代に汗を吸収する着心地のいいスポーツウェアの必要性を認識したことが会社
創立の発端と なった。同社製品は汗をすばやく吸収し外部に発散させる技術であるモイスチャー・トランスポー
ト・システム(MTS)を使用し、各種スポーツ競技向けのアパレルウェア、フットウェアならびにアクセサリー類を販
売している。

ユナイテッド・レンタルズ

URI

ユナイテッド・レンタルズは建設・産業機械設備のレンタル企業。米国・カナダを中心に事業展開を行っている。

ビザ

V

米、カルフォルニア州を本拠とする各種金融決済サービス世界大手企業。主な事業はクレジットカー ド・デビット
カードなど各種カードを通じた国際間および国内電子決済サービスなど。

ウィン・リゾーツ

WYNN

カジノ・ホテル経営。米ネバタ州 ラスベガスと中国マカオで高級ホテル兼カジノ・リゾートを所有・経営する。ス
イート・ルームや、レストラン、ゴルフ・コース、高級車販売なども併設し、ブランドイメージを高めている。同社は
強い財務体質と経営陣の市場変化への機敏な対応で知られる。この2年間ウインマカオの貢献が大きい。

イェルプ

YELP

イェルプは口コミサイト Yelp．Cｏｍ を運営する企業。同社サイトにて、レストランや商店、サロン、歯科医院、水
道工事など、地元ビジネスに対してレビューを投稿・共有できる。米国、カナダ、欧州、シンガポール、オーストラ
リアなど約45ヶ国で事業展開している。（2013年9月）

ジロー・グループ
（Ｃｌａｓｓ－A）

ZＧ

ジンガ

ZNGA

ジローは米国の大手オンライン不動産情報サイト Zillow．Com の運営会社。ホームページとモバイル・アプリ
ケーションを通じて、全米の不動産専門会社や個人向けに、不動産の価格／賃貸料情報、 住宅並びに住宅
ローンなどの情報を提供している。

2007年に創業されたソーシャルゲーム開発会社。「シティビル」都市育成シュミレーションゲーム）や「ファームビ
ル」（農場開発シュミレーションゲーム）などのソーシャルゲームを、ソーシャルネットワーキング(SNS)大手のフェ
イスブックなどを通じて提供している。
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