
成長支援型株式投資のご案内 

 

各 位 

 

この度、 私共 オペレーション・ストック俱楽部 では、成長支援型株式投資スキー

ムを持って、特定上場銘柄を対象とした株式投資の出資者様募集を開始いたしました。 

つきましては、以下に本件に関するご案内をさせていただきます。 

 

成長支援型株式投資スキーム（以下、「集団出資スキーム」という。）では、東京証券

取引所において上場されている特定銘柄を対象とし、エンジェル投資のスタンスで集

中的に株式投資を行う手法であり、業績の低迷にある低位株を経営の根幹から手を入

れながら高利回りを追求する目的として、少数の株式投資ファンドが、ほぼ独占的に

行っている株式投資のスキームであります。 

 

近年、東京証券取引所における取引ルールの改正及び取引ツールの利便性向上等によ

り、一般個人投資家様にも、私共 オペレーション・ストック俱楽部が有する「集団

出資スキーム」をご利用いただける株式投資環境が整いましたので、ご案内させてい

ただきます。 

記 

● 添付資料：「成長支援型株式投資術」をご参照ください。 

● 出資形態：「集団出資スキーム」に基づき、ターゲット銘柄毎に合同会社を設立

し、出資者様には出資額に応じた、合同会社のオーナー権を保有して

頂きます。 

● 出資金額： 1 口につき 1000 万円以上 

 

2022 年７月 

オペレーション・ストック俱楽部 

執行事務局 
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