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回答者属性の内訳：
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大手を含む伝統的証券の営業担当者（6.24％）

出所：Bruckenstein, J. & Veres, B. (2020). T3/Inside Information Advisor Software Survey
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委託金融機関（金融商品プラットフォーマー）
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・委託金融機関向け仲介型ラップ
事業運営ソリューション提供（契
約管理システム提供、
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