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【ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社概要】

本社: 東京都千代田区平河町

事業内容: 

株主構成：

代表者: ค̅ࠈഇ༅इข

設立: 2004

従業員数: 

 

 
【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

TEL：03-5212
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� 本プレスリリースは、当社による投資運用業務の提供や特定の運用商品の勧誘を目的としたものでは

ありません。また、当社は、本プレスリリースを用いて本資料に記載されているファンド等について

勧誘を行っているものではありません。

� 本プレスリリース中の将来の事項に関する推定、予測、予想又は見解に係る記述については、実際の

結果と一致することを保証又は約束するものではありません。
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