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　年頭にあたって 加　藤　精　一 第１号１頁

★★　特　　　　　集　★★

わが国の株式市場再生に向けて―ビッグバンをふまえて

　解題 井　手　正　介 第１号３頁

大　田　弘　子 大　森　康　彦 奥　村　恵　勇

奥　村　　　宏 門　多　　　丈 ポール･シェアード

末　村　　　篤 田　邊　孝　則 中　村　　　稔

淵　田　康　之 松　下　　　律 村　山　洋　一

投資スタイル（その３）―わが国におけるパフォーマンスを中心に

　解題 浅　野　幸　弘 第２号１頁

　日本の株式市場におけるスタイル・インデックスの分析 伊　藤　正　晴 第２号２頁

　バリュー効果とミス・プライシング修正仮説―日本の株式市場における検証結果― 松　村　尚　彦 第２号16頁

　成長投資対価値投資―勝者になる投資スタイルは？ Roger G. Ibbotson、Mark W. Riepe 第２号31頁

　日本株における投資スタイルマネジメント 田　村　浩　道、福　嶋　和　子 第２号44頁

　スタイルを導入したリスク管理とパフォーマンス評価 喜　多　洋　一、堀　川　秀　樹 第２号61頁

グローバルスタンダード化と日本の株価形成

　解題 井　手　正　介 第３号１頁

　マクロ経済から見たわが国の株価水準および株価動向 米　澤　康　博 第３号２頁

　グローバル時代の投資指標の有効性の検証 菊　地　正　俊 第３号11頁

　EVA®から見た日本の株価 キャシー松井 第３号21頁

　日本における株主価値分析手法と資本コストに関する利用状況の調査

アンドリュー・Ｊ・ホーン、梅　田　　　誠 第３号36頁

債券格付け（その３）

　解題 太　田　八十雄 第４号１頁

　社債格付けと投資家の視点 児　玉　万里子 第４号８頁

　円債流通市場におけるイールド・スプレッドの実証分析 増　岡　三　輝 第４号19頁

　格付けを利用した信用リスクの計測について 荒　木　光二郎、石　渡　　　明、西　村　明　洋 第４号37頁

　債券格付けと株価（リターン）に関する考察 鈴　木　　　誠 第４号55頁

　スプリット・レーティングとクレジットリスクの値付け

Richard Cantor,  Frank Packer,  Kevin Cole 第４号70頁

国際投資環境の変化と投資戦略

　解題 首　藤　　　恵 第５号１頁

　懸念されるアジア発の世界同時デフレ 関　　　志　雄 第５号２頁

　ヨーロッパ通貨統合後の債券と為替のモデル化について Ronald Kahn 第５号11頁

　株式投資における自国市場バイアスと国際分散投資

　　―時間を通じたリスクの変化とそのインプリケーション― 祝　迫　得　夫 第５号22頁

　外国資産を含むポリシーアセットアロケーションの考え方 中　島　英　喜 第５号33頁

資産運用会社の経営戦略―第10回日米協会共同セミナーより

　解題 山　田　正　次 第６号１頁

　資産運用会社の運用体制

　　―プロフェッショナルの組織化：チームワークかスタープレーヤーか― Edward H. Ladd 第６号２頁

　資産運用会社の運用体制

　　―プロフェッショナルの組織化：リサーチ・アナリスト― 蔵　元　康　雄 第６号14頁

　特化型運用会社の経営戦略 Theodore R. Aronson 第６号29頁

　運用会社の倫理、受託者責任 Scott L. Lummer 第６号42頁
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情報開示

　解題 川　北　英　隆 第７号１頁

　情報開示の経済分析 康　　　聖　一 第７号２頁

　情報開示と証券取引に関する一考察 太　田　　　亘 第７号14頁

　格付けと情報開示 岡　田　依　里 第７号24頁

　発展が期待される『リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定』制度

　　―市場の時代が要請するIR活動やディスクロージャーの充実に向けて、

　　　アナリストの活動がより重要視されるようになってきた― 松　島　憲　之 第７号35頁

機関投資家によるコーポレート・ガバナンス

　解題 伊　藤　邦　雄 第８号１頁

　わが国年金基金のコーポレート・ガバナンス 首　藤　　　恵、鈴　木　　　裕 第８号４頁

　機関投資家とコーポレート・ガバナンス 橋　本　基　美 第８号20頁

　企業監視会社 Mark Latham 第８号35頁

　株式市場における主体別投資行動分析 楠　美　将　彦、川　北　英　隆 第８号50頁

投資信託のパフォーマンス

　解題 川　北　英　隆 第９号１頁

　わが国の投資信託と今日的課題 高　橋　　　元 第９号２頁

　投資信託普及のための条件とその現状 生　方　恵一郎 第９号23頁

　投信分析の考え方と評価尺度―第四象限における効用関数の考察 辻　川　壯　一 第９号36頁

　投資信託評価の実際 松　永　考　英 第９号49頁

　モーニングスター格付の分析 Marshall E. Blume 第９号62頁

手数料自由化と調査情報

　解題 中　村　寿太郎 第10号１頁

　手数料自由化とセルサイドリサーチの役割 鈴　木　行　生 第10号２頁

　ビッグバンの時代の『投資情報』に関する機関投資家の考え方の変化 三　木　隆二郎 第10号15頁

　委託売買手数料の自由化と機関投資家

　　―ファンドマネジャーへのアンケート調査より― 吉　川　真　裕 第10号26頁

　AIMRソフトダラー基準

　　―顧客の仲介手数料の取り扱いを含む倫理的行動に関する指針 Ａ　Ｉ　Ｍ　Ｒ 第10号37頁

　米国のソフトダラー規制と日本への示唆（その１） 寺　田　　　徳 第10号49頁

個人投資家

　解題 武　田　哲　夫 第11号１頁

　個人金融資産の構成変化と今後―多様化は進むか 重　成　　　侃 第11号４頁

　個人投資家の育成のためのインフラ構築、教育と、保護のあり方 宮　脇　　　卓 第11号18頁

　個人の資産選択行動の特徴―質的選択モデルの応用 木　村　俊　夫 第11号34頁

　企業年金と個人投資―米国企業の従業員投資教育の現状 山　田　正　次 第11号46頁

不動産投資

　解題 飴　谷　恭　平 第12号１頁

　不動産市場の現状とその改善策 井　上　明　義 第12号２頁

　不動産証券化進展の条件 松　村　　　徹 第12号18頁

　アセットクラスとしての不動産投資と収益率 山　田　和　利 第12号29頁

　REIT―米国での発展と日本市場へのインプリケーション 沖　野　登史彦 第12号41頁

★★　随　　　　　想　★★

イギリス 正　田　文　男 第１号82頁

　成功は失敗の基 藤　岡　眞佐夫 第２号81頁
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冗句は笑いごとではない 藤　川　鉄　馬 第３号50頁

自己免疫疾患とステロイド 西　村　吉　正 第４号85頁

税への関心を薄める源泉課税制 神　崎　泰　雄 第５号55頁

よい社会は教育から 今　村　金　弥 第６号52頁

幻の国際通貨制度改革 若　月　三喜雄 第７号48頁

プロとは何か 早　崎　　　博 第８号63頁

日本の病気 梅　本　章　夫 第９号76頁

金融ビッグバン 木　南　隆　彦 第10号64頁

金融マン三井高利？ 井　上　和　雄 第11号61頁

「使命」を見つめ直す 前　原　金　一 第12号61頁

★★　論　　　　　文　★★

ファンド・パフォーマンスの持続性分析―年金信託合同口を題材として― 鈴　木　　　裕 第４号88頁

年金信託財産の保全についての一考察―カストディ業務等実務からの視点で― 加　藤　充　彦 第５号58頁

将来の利益と割引率に不確実性を持たせた株式評価モデル

　―確率型EBOモデルの構築 小守林　克　哉、劒　　　義　隆、飯　田　貴　史 第６号55頁

米国のソフトダラー規制と日本への示唆（その２―最終回） 寺　田　　　徳 第11号６頁

投資期間が国際分散投資のリスクに与える影響 諏訪部　貴　嗣 第11号87頁

国際資本市場のボラティリティに関する実証分析 鎌　田　直　人 第12号65頁

★★　海　外　論　文　★★

政治リスク、経済リスク、および金融リスク Claude B.Erb、Campbell R.Harvey、Tadas E.Viskanta 第１号109頁

政治リスク、経済リスク、および金融リスク（第２回―最終回）

Claude B.Erb、Campbell R.Harvey、Tadas E.Viskanta 第２号84頁

株価収益率とボラティリティの関係（第１回） Alex Kane, Alan J.Marcus, and Jaesun Noh 第３号55頁

株価収益率とボラティリティの関係（第２回―最終回） Alex Kane, Alan J.Marcus, and Jaesun Noh 第４号105頁

ボラティリティと機関投資家 Richard W.Sias 第５号70頁

ローカル・ボラティリティ曲面―指数オプション価格に含まれる情報

Emanuel Derman, Iraj Kani, Joseph Z.Zou 第６号68頁

長期期待リターンと長期からみた短期局面 Peter L.Bernstein 第８号66頁

債務不履行リスクと債券の実効デュレーション

David F. Babbel, Craig Merrill, and William Panning 第10号79頁

人口統計と国際投資 Claude B.Erb, Campbell R.Harvey, and tadas E.Viskanta 第12号85頁

★★　ノ　　ー　　ト　★★

債券バタフライ・トレードに関する考察 國　部　真　二 第１号86頁

LaGuerre関数による金利の期間構造の推定について 横　田　洋　一 第１号92頁

バリュー低迷の背景～ファクターで見た二極化相場～ 加　藤　茂　樹 第２号74頁

地方銀行の経営行動と市場評価

　―株式所有構造の影響に関するバブル期とポスト・バブル期の比較分析 斎　藤　達　弘 第10号67頁

★★　講　　　　　演　★★

ファンドブリーフ債市場の現状分析と欧州通貨統合後の見通し

Dr. カーステン・フォン・コラー、ゲルハルト E.ブルッカマン、マンフレッドJ.ゴッチェラー 第３号62頁

ミューチャルファンドのパフォーマンスにおいて、勝者は連勝できるかを検証する Roger G.Ibbotson 第４号112頁

サイバービジネスの現状と展望 村　上　輝　康 第５号84頁

デジタル放送革命の行方 村　上　　　豊 第５号95頁
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米国経済・証券市場の現状とアジア経済混乱 Rao Chalasani 第６号88頁

ドル、ユーロ、円―ユーロの誕生と日本の立場― Robert G.Hawkins 第７号51頁

日本におけるベンチャービジネス発展の可能性 大　森　康　彦 第10号120頁

ASEANの経済混乱が日本産業に与える影響 六　角　吉　信 第11号125頁

★★　証券アナリスト読書室　★★

「日本的経営財務とコーポート・ガバナンス」 松村勝弘著 新　美　一　正 第１号120頁

「金　融」 貝塚啓明・奥村洋彦・首藤恵著 武　田　哲　夫 第１号122頁

「機関投資家と証券市場」 ロンドン資本市場研究会編 丸　　　淳　子 第２号96頁

「資産運用ビッグバン」 井手正介・大場昭義著 浅　野　幸　弘 第２号99頁

「ビッグバン後の日本経済」 田中直毅著 中　澤　宏　則 第２号101頁

「財政投融資ビッグバン―入口・出口の矛盾拡大―」 川北英隆著 吉　野　直　行 第３号87頁

「中小企業金融とベンチャー・ファイナンス―日・米・英の国際比較―」 忽那憲治著 西　澤　昭　夫 第３号90頁

市場と感情の経済学―「勝者の呪い」はなぜ起きるのか―

Richard H.Thaler著　篠原勝訳 大　橋　和　彦 第４号121頁

英国の復活―日本の挫折―英国のビッグバンから何を学ぶか― 渡辺亮著 鈴　木　和　重 第４号124頁

「年金資金と海外投資―第三回シンポジウム―」 年金資金運用研究センンター編 萩　尾　博　信 第５号111頁

「組織の経済学」 ポール・ミルグロム、ジョン・ロバーツ著

奥野正寛、伊藤秀史、今井晴雄、西村理、八木甫訳 別　所　俊一郎 第５号114頁

「連結経営におけるキャッシュフロー計算書―その作成と分析・評価―」 菊池誠一著 桜　井　久　勝 第６号119頁

「情報開示と日本の金融システム―市場規律・監督体制の再構築―」 翁百合著 大　野　克　人 第６号122頁

「21世紀の金融業―米国財務省リポート―」

ロバート・Ｅ・ライタン、ジョナサン・ロウチ著　小西龍治訳 川　北　英　隆 第７号63頁

「フィデリティ―市場最強の投資王国―」

ダイアナ・ヘンリーケス著　井手正介・鶴田知佳子訳 高　梨　勝　也 第７号66頁

「企業年金ビッグバン―グローバルスタンダードからみた課題と改革―」

浅野幸弘・金子能宏編著 大　場　昭　義 第８号79頁

「資産市場と景気変動―現代日本経済の実証分析―」 小川一夫・北坂真一著 飴　谷　恭　平 第８号82頁

「グローバル・インベスティング―ビッグバン時代の国際分散投資戦略―」

ロジャー・Ｇ・イボットソン／ゲイリー・Ｐ・ブリンソン著

ニッセイ基礎研究所／宮川貴史訳 浅　野　幸　弘 第８号85頁

「株主価値創造革命―日本企業再生のキーポイント」 井手正介・高橋文郎著 武　田　哲　夫 第９号98頁

「ソーシャル・インベストメントとは何か―投資と社会の新しい関係」

水口剛・國部克彦・柴田武男・後藤敏彦著 中　井　恵美子 第９号101頁

「企業年金の基礎［改版］」

ダンM.マックギル/カイルN.ブラウン/ジョンJ.ハーレー/シルベスターJ・スキーバ著

田村正雄監訳　年金制度研究会共訳 山　田　正　次 第10号126頁

「メリルリンチの真実―動き出したウォール街の対日戦略」 佐賀卓雄著 深　川　嘉　洋 第10号130頁

「リスク―神々への反逆」 ピーター・バーンスタイン著　青山護訳 堀　内　昭　義 第11号152頁

「株式市場のマイクロストラクチャー―株価形成のメカニズムの経済分析」

大村敬一・宇野淳・川北英隆・俊野雅司著 広　田　真　人 第11号154頁

「資産価格の理論―株式・債券・デリバティブのプライシング」

ダレル・ダフィー著　山崎昭・桑名陽一・大橋和彦・本田俊毅訳 倉　澤　資　成 第12号131頁

「債券格付の研究」 岡東　務著 太　田　八十雄 第12号135頁
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★★　インベストメント・サイエンス・セミナー　★★

マーケットマイクロストラクチャーによる実証的分析―第１回 宇　野　　　淳、大　村　敬　一 第９号80頁

マーケットマイクロストラクチャーによる実証的分析

　第２回スプレッド 宇　野　　　淳、大　村　敬　一 第10号95頁

マーケットマイクロストラクチャーによる実証的分析

　第３回NYSE対NASDAQ―NASDAQの取引コストは高い？ 大　村　敬　一、宇　野　　　淳 第11号106頁

マーケットマイクロストラクチャーによる実証的分析

　第４回NASDAQ疑惑とSECの市場改革 宇　野　　　淳、大　村　敬　一 第12号107頁

★★　新　刊　紹　介　★★

新刊紹介 第１号124頁

新刊紹介 第２号103頁

新刊紹介 第３号92頁

新刊紹介 第４号127頁

新刊紹介 第５号116頁

新刊紹介 第６号124頁

新刊紹介 第７号70頁

新刊紹介 第８号87頁

新刊紹介 第９号104頁

新刊紹介 第10号133頁

新刊紹介 第11号161頁

新刊紹介 第12号139頁

★★　海外協会ニュース　★★

海外協会ニュース 第５号125頁

★★　資　　　　　料　★★

Global Investment Performance Standards 第３号73頁

資　料 第５号126頁

グローバル投資パフォーマンス基準

　米国投資管理・調査協会及びグローバル投資パフォーマンス基準委員会 第６号100頁

証券アナリスト第２次試験受験申込者の関心事項について 第７号72頁

日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準（草案） 第８号89頁

1998年日米証券アナリスト資格交換試験の結果 第11号196頁

★★　1997年証券アナリストジャーナル賞の発表　★★

1997年証券アナリストジャーナル賞の発表 第５号118頁

★★　海　外　動　向　★★

1997年のオール・アメリカ・リサーチ・チーム 山　田　俊　浩 第１号127頁

★★　協会だより　★★

「リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」第４回（平成10年）の結果について

社団法人日本証券アナリスト協会ディスクロージャー研究会 第10号135頁

★★　海外だより　★★

〈アジア通信〉質的変化が進む韓国株式市場 姜　　　敞　煕 第11号140頁
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★★　1997年ASAFバンコク大会　★★

1997年ASAFバンコク大会 第１号140頁

★★　1998年ASAFソウル大会　★★

1998年ASAFソウル大会

　三星電子水原事業所見学記録 土　屋　直　樹 第12号140頁

　アジア通貨危機からの離脱を目指して 保　科　雅　之 第12号143頁

　1998年ASAF年次総会 石　田　寿　彦 第12号147頁

★★　証券アナリスト大会　★★★

＜1998年全米証券アナリスト大会参加訪米団特集＞

　総　括　報　告

　　全米証券アナリスト大会に参加して 巾　村　和　敏 第７号75頁

　アナリスト大会

　　＜ゼネラル・セッション＞

　　　世界市場見通し～世界の政治リスク～ 菊　池　　　修 第７号79頁

　　　急成長するミューチュアル・ファンド―次なるターゲットは日本 川　村　雅　彦 第７号82頁

　　　｢IT WAS A VERY GOOD YEAR, BUT...｣～米国株式市場の大相場の考察～ 澤　田　裕　司 第７号85頁

　　　Promoting Creativity in the Firm 若　松　真　澄 第７号88頁

　　＜ランチョン・スピーチ＞

　　　ビジネス倫理における最上の行為

　　　　―アリゾナ州立大学教授マリアンヌ・ジェニングズ氏講演― 岸　　　　　誠 第７号90頁

　　＜ワークショップ＞

　　　資金運用の鉄人との対話～ジョン・ネフは米国の株価について、このように語った～

福　田　　　徹 第７号92頁

　　　Effective Global Equity Reserch

　　　　―モルガンスタンレー社、メイリー・クラーク氏講演― 青　木　英　彦 第７号94頁

　　　パッシブ運用ポートフォリオを用いたアセット・アロケーション 若　林　秀　忠 第７号96頁

　　　Benchmarks 宮　沢　佳　行 第７号98頁

　企　業　訪　問

　　ウォルグリーン社　成長に対して確固たる自信 申　谷　　　昇 第７号101頁

　　アメリテック社　　戦略的な事業展開で高い利益成長を実現 津　田　和　徳 第７号104頁

　　シティーコープ社　トラベラーズとの合併で総合金融化を目指す 菅　井　善　朗 第７号107頁

　　JPモルガン社　　　５つの経営目標を柱に高収益体質の確立を目指す 赤　羽　　　淳 第７号111頁

　　シスコシステムズ社　M&A戦略と顧客重視の経営でネットワーク機器のトップベンダーに

高　橋　克　哉 第７号114頁

　　インテル社　　　　アジア経済の低迷とユーザー在庫が業績の足かせ 松　山　直　樹 第７号117頁

　講　　　演

　　米国経済・金融動向及び米国の日本に対する見方について 笠　原　一　郎 第７号119頁

　会　　　議

　　第44回ICIA（旧ICC）フェニックス会議 石　田　寿　彦 第７号123頁

＜第13回日本証券アナリスト大会特集＞

　「市場再生に向けて企業の評価尺度と経営革新」

　開　会　式　　開　会　の　辞 加　藤　精　一 第11号別冊２頁

　　　　　　　　1997年証券アナリストジャーナル賞受賞論文表彰 太　田　八十雄 第11号別冊５頁
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　　　　　　　　「リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」

　　　　　　　　第４回選定結果紹介および記念品贈呈 松　島　憲　之 第11号別冊７頁

　記 念 講 演　　「企業再生への道のり～経営改革の10年」 武　田　國　男 第11号別冊12頁

　基 調 講 演　　「企業の評価尺度と経営革新～株主価値（ストックホルダー）

　　　　　　　　　経営とステークホルダー経営～」 井　手　正　介 第11号別冊20頁

　パネル・ディスカッション　「企業の評価尺度と経営革新」 氏　家　忠　彦

高　谷　　　卓 大　原　　　透

栗　山　　　史 松　岡　真　宏

（司会） 井　手　正　介 第11号別冊38頁

　所　　　感　　　～第13回日本証券アナリスト大会を終えて～ 東　　　英　治 第11号別冊76頁

〔参考〕　大会プログラム

★★　企　　　　　業　★★

　ダイオーズ 大久保　真　一 第１号２頁

　日本ＰＭＣ 川　井　一　行 第１号４頁

　住商エレクトロニクス 田　中　武　治 第１号６頁

　郵船航空サービス 高　橋　　　宏 第１号８頁

　長大 西　田　繁　一 第１号10頁

　ゼンリン 大　迫　　　忍 第１号12頁

　ステップ 龍　井　郷　二 第１号14頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　高 第１号16頁

　ワークマン 山　根　定　美 第１号18頁

　かねもり 石　塚　三　郎 第１号20頁

　キーイングホーム 小　林　幸　夫 第１号22頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第１号24頁

　ヤマト・インダストリー 岩　本　英　親 第１号26頁

　堀内カラー 堀　内　洋　司 第１号28頁

　西尾レントオール 西　尾　公　志 第１号30頁

　アルゴテクノス２１ 佐　藤　雄二朗 第１号32頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第１号34頁

　富士ピー・エス 須　川　　　昭 第１号36頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第１号38頁

　札幌臨床検査センター 佐　藤　寛太郎 第１号40頁

　バンダイ 茂　木　　　隆 第１号42頁

　日本フォームサービス 山　下　岳　英 第１号44頁

　修学社 田　中　　　貴 第１号46頁

　ケー・エフ・シー 新　井　嘉　重 第１号48頁

　はせがわ 長谷川　裕　一 第１号50頁

　日信工業 中　谷　朔　三 第１号52頁

　星光化学工業 長谷川　　　久 第１号54頁

　秋川牧園 秋　川　　　実 第１号56頁

　原信 原　　　信　一 第１号58頁

　大同メタル工業 判　治　誠　吾 第１号60頁

　オートハローズ 西　田　聖　司 第１号62頁

　上村工業 上　村　寛　也 第１号64頁

　トミー 富　山　幹太郎 第１号66頁
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　マイスターエンジニアリング 平　野　茂　夫 第１号68頁

　モンテカルロ 森　田　浩　一 第１号70頁

　ウェッズ 世　古　典　生 第１号72頁

　パスポート 水　野　　　玄 第１号74頁

　ベターライフ 岩　城　彰　久 第１号76頁

　ＩＮＡＸ 水　谷　千加古 第１号78頁

　東洋テック 川　口　　　昇 第１号80頁

　カナモト 金　本　寛　中 第１号82頁

　ワタベウエディング 渡　部　隆　夫 第１号84頁

　田崎真珠 田　崎　俊　作 第１号86頁

　日本ライフライン 増　本　武　司 第１号88頁

　東北化学薬品 東　　　康　夫 第１号90頁

　ローツェ 崎　谷　文　雄 第１号92頁

　アジア・パルプ＆ペーパー（ＡＰＰ） 村　田　友　司 第２号２頁

　マスターネット 西久保　愼　一 第２号４頁

　菱友計算 平　戸　仁　英 第２号６頁

　ダイワボウ情報システム 横　山　　　満 第２号８頁

　フーズネット 西　垣　　　功 第２号10頁

　イ・アイ・イ 河　西　宏　和 第２号12頁

　共信電気 水　島　睦　洋 第２号14頁

　オリジン東秀 安　沢　英　雄 第２号16頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第２号18頁

　住江織物 近　藤　貞　彦 第２号20頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第３号２頁

　新興通信建設 池　澤　英　夫 第３号４頁

　三洋電機クレジット 辻　　　　　恪 第３号６頁

　キヤノンコピア販売 川　崎　正　己 第３号８頁

　日本精化 宿　本　哲　三 第３号10頁

　コスモ石油 岡　部　敬一郎 第３号12頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第３号14頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第３号16頁

　ニチリョク 寺　村　久　義 第３号18頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第３号20頁

　グラフィックプロダクツ 田　端　雅　和 第３号22頁

　ノーリツ 松　本　良　太 第４号２頁

　大多喜ガス 大　谷　眞　夫 第４号４頁

　東北電力 大和田　泰　夫 第４号６頁

　ユニコリース 山　田　洋　司 第４号８頁

　Ｐ＆Ｇ デ　イ　リ　ー 第４号10頁

　ハーモニック・ドライブ・システムズ 伊　藤　光　昌 第４号12頁

　日立電子エンジニアリング 萱　島　興　三 第４号14頁

　三井ハイテック 永　田　　　敏 第４号16頁

　富士テクニカ 高　橋　登志雄 第４号18頁

　ウチダエスコ 島　野　三　郎 第５号２頁

　ナガイレーベン 澤　登　一　郎 第５号４頁
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　乃村工藝社 乃　村　義　博 第５号６頁

　日本鋼管工事 小　倉　重　昌 第５号８頁

　スリーエフ 浅　井　貞　俊 第５号10頁

　Olympic 金　澤　良　樹 第５号12頁

　ホギメディカル 廣　谷　順　一 第５号14頁

　カスミ 神　林　章　夫 第５号16頁

　スター精密 鈴　木　昭　夫 第５号18頁

　パイオラックス 加　藤　一　彦 第５号20頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第５号22頁

　キューサイ 長谷川　常　雄 第５号24頁

　アジア・パルプ＆ペーパー（ＡＰＰ） 村　田　友　司 第５号26頁

　サイゼリヤ 正　垣　泰　彦 第５号28頁

　ケーヨー 侭　田　公　明 第５号30頁

　マルヨシセンター 佐　竹　文　彰 第５号32頁

　アルプス技研 中　村　　　稔 第５号34頁

　ココスジャパン 小　暮　桂　介 第６号２頁

　わらべや日洋 奥　村　俊　彦 第６号４頁

　土屋ツーバイホーム 中　西　　　保 第６号６頁

　People 桐　渕　千鶴子 第６号８頁

　ＳＰＫ 中　嶋　　　功 第６号10頁

　サンリツ 佐　藤　勇　二 第６号12頁

　中山福 松　本　大　麓 第６号14頁

　リコーリース 石　井　眞　一 第６号16頁

　大阪製鐵 佐　藤　順　平 第６号18頁

　小野建 小　野　　　建 第６号20頁

　ソニー 森　本　昌　義 第６号22頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第６号24頁

　マスターネット 西久保　愼　一 第６号26頁

　環境管理センター 後　藤　一　郎 第６号28頁

　サトー 伊　藤　偉　勝 第６号30頁

　三星堂 山　田　隆　史 第６号32頁

　ベネッセコーポレーション 山　川　和　夫 第６号34頁

　クラヤ薬品 熊　倉　貞　武 第６号36頁

　日本基礎技術 中　村　精　一 第６号38頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第６号40頁

　キーコーヒー 太　田　敬　二 第６号42頁

　長大 西　田　繁　一 第６号44頁

　ダイオーズ 大久保　真　一 第６号46頁

　ローム 疋　田　純　一 第６号48頁

　日本商事 加　藤　　　大 第６号50頁

　日鐵ドラム 安　達　良　英 第６号52頁

　明電エンジニアリング 喜　多　幸　男 第６号54頁

　ワタミフードサービス 渡　邉　美　樹 第６号56頁

　宇部日東化成 矢　坂　一　郎 第６号58頁

　ゼンリン 大　迫　　　忍 第６号60頁
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　郵船航空サービス 高　橋　　　宏 第６号62頁

　住商エレクトロニクス 田　中　武　治 第６号64頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第６号66頁

　積水化成品工業 河　南　　　彰 第６号68頁

　ミスターマックス（Mr Max） 平　野　能　章 第６号70頁

　セキテクノトロン 関　　　　　周 第６号72頁

　バンダイ 茂　木　　　隆 第６号74頁

　公益社 播　島　幹　長 第６号76頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第６号78頁

　シャディ 清　水　英　男 第６号80頁

　大日本スクリーン製造 石　田　　　明 第６号82頁

　ノーリツ鋼機 池　浦　裕　男 第６号84頁

　日本ウェーブロック 木根淵　弘　水 第６号86頁

　デオデオ 久　保　充　誉 第６号88頁

　サロモン＆テーラーメイド 菱　沼　信　夫 第６号90頁

　太平工業 白　石　健　一 第６号92頁

　堀場製作所 厚　海　　　誠 第７号２頁

　神田通信機 佐　山　浄　道 第７号４頁

　TOWA 奥　田　貞　人 第７号６頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第７号８頁

　山一電機 山　中　一　孝 第７号10頁

　新日本瓦斯 福　江　忠　夫 第７号12頁

　竹菱電機 中　筋　　　格 第７号14頁

　堀内カラー 堀　内　洋　司 第７号16頁

　ペトロルブインターナショナル 寺　田　縉太郎 第７号18頁

　丹青社 服　部　　　晃 第７号20頁

　富士ピー・エス 山　下　幸　弘 第７号22頁

　ホシデン 古　橋　健　士 第７号24頁

　吉本興業 中　邨　秀　雄 第７号26頁

　エイチイーシー（ＨＥＣ） 野　村　　　力 第７号28頁

　日本精機 永　井　淳　夫 第７号30頁

　ケミプロ化成 松　岡　澄　男 第７号32頁

　日本精化 宿　本　哲　三 第７号34頁

　星光化学工業 長谷川　　　久 第７号36頁

　ＴＯＴＯ 江　副　　　茂 第７号38頁

　はせがわ 長谷川　裕　一 第７号40頁

　古河総合設備 細　川　宏　一 第７号42頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　髙 第７号44頁

　理経 田　中　厚一郎 第７号46頁

　豊商事 多々良　實　夫 第７号48頁

　トーカロ 中　平　　　晃 第７号50頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第７号52頁

　三洋化成工業 筧　　　哲　男 第７号54頁

　萬世電機 占　部　嘉　英 第７号56頁

　名糖運輸 岩　城　利　幸 第７号58頁
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　蔵王産業 平　井　　　博 第７号60頁

　モンテカルロ 森　田　浩　一 第７号62頁

　かんなん丸 佐　藤　栄　治 第７号64頁

　東洋テック 川　口　　　昇 第７号66頁

　幸洋コーポレーション 水　上　洋　一 第７号68頁

　郵船航空サービス 高　橋　　　宏 第７号70頁

　原信 原　　　信　一 第７号72頁

　ＩＮＡＸ 水　谷　千加古 第７号74頁

　フジシール 藤　尾　正　明 第７号76頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第７号78頁

　修学社 田　中　　　貴 第７号80頁

　石川島汎用機サービス 正　木　一　男 第７号82頁

　クレスコ 岩　崎　俊　雄 第７号84頁

　本間ゴルフ 本　間　敬　啓 第７号86頁

　マイスターエンジニアリング 平　野　茂　夫 第７号88頁

　稲葉製作所 稲　葉　　　明 第７号90頁

　カナモト 金　本　寛　中 第７号92頁

　富士通デバイス 増　永　彦太郎 第７号94頁

　ウェッズ 世　古　典　生 第７号96頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第７号98頁

　ＯＢＡＲＡ 春　名　邦　芳 第７号100頁

　関東電子 吉　田　卓　司 第７号102頁

　ナンシン 斎　藤　信　房 第７号104頁

　チェーンストアオークワ 大　桑　啓　嗣 第８号２頁

　東京美装興業 田　中　幹　夫 第８号４頁

　住友不動産販売 岩　井　重　人 第８号６頁

　日本精密 今　　　敏　英 第８号８頁

　北川精機 北　川　条　範 第８号10頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第８号12頁

　明光商会 高　木　禮　二 第８号14頁

　ロック・フィールド 岩　田　弘　三 第８号16頁

　住江織物 近　藤　貞　彦 第８号18頁

　ツルハ 鶴　羽　　　樹 第８号20頁

　ヤマックス 茂　森　　　潔 第８号22頁

　東京リスマチック 鈴　木　隆　一 第８号24頁

　寺島薬局 寺　島　孝　雄 第８号26頁

　フーズネット 西　垣　　　功 第８号28頁

　ジャステック 神　山　　　茂 第８号30頁

　シートゥーネットワーク 稲井田　安　史 第８号32頁

　佐鳥電機 佐　鳥　康　郎 第８号34頁

　光波 荒　川　滋　男 第８号36頁

　三陽パックス 稲　場　貢　一 第８号38頁

　ＮＥＣシステム建設 安　部　彰　一 第８号40頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第８号42頁

　東芝 森　本　泰　生 第９号２頁
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　積水樹脂 増　田　保　男 第９号６頁

　ナガセ 永　瀬　昭　幸 第９号８頁

　エイブル 神　　　久　治 第９号10頁

　アヲハタ 清　水　　　優 第９号12頁

　住商オートリース 中　島　八　郎 第９号14頁

　大多喜ガス 大　谷　眞　夫 第９号16頁

　ＰＡＬＴＥＫ 高　橋　忠　仁 第９号18頁

　ダイエーフォト 平　尾　茂　一 第９号20頁

　アクセス 村　上　次　男 第９号22頁

　メガチップス 進　藤　昌　弘 第９号24頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第９号26頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第９号28頁

　クリエートメディック 内　河　成　光 第９号30頁

　マイカルカード 小　畑　茂　樹 第９号32頁

　東京リスマチック 鈴　木　隆　一 第９号34頁

　キヤノンコピア販売 川　崎　正　己 第９号36頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第９号38頁

　ノーリツ 松　本　良　太 第９号40頁

　ゴールドクレスト 安　川　秀　俊 第10号２頁

　テーオー小笠原 小笠原　　　孝 第10号４頁

　日鉱金属 坂　本　　　卓 第10号６頁

　日本電子材料 大久保　昌　男 第10号８頁

　富士通システムコンストラクション 水　澤　　　進 第10号10頁

　アルプス技研 中　村　　　稔 第10号12頁

　イッコー 増　田　光　一 第10号14頁

　ダイカ 大　公　一　郎 第10号16頁

　シーイーシー 森　本　洋　一 第10号18頁

　三井ハイテック 永　田　　　敏 第10号20頁

　日本たばこ産業 染　谷　守　彦 第10号22頁

　エクセル 君　山　　　守 第10号26頁

　中国積和不動産 小　山　恭　司 第10号28頁

　ホンダベルノ東海 高　橋　一　穂 第10号30頁

　United Technologies ロナルド・Ｅ・ブルーマン 第10号32頁

　タカショー 高　岡　伸　夫 第10号34頁

　エイベックス 依　田　　　巽 第11号２頁

　ケミプロ化成 福　岡　直　彦 第11号４頁

　アズウェル 横　井　　　太、加　藤　　　大 第11号６頁

　日本プラント建設サービス 前　川　征　男 第11号８頁

　もしもしホットライン 高　木　尚　二 第11号10頁

　チェーンストアオークワ 横　山　勝　彦 第11号12頁

　キタック 中　山　輝　也 第11号14頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第11号16頁

　アルゼ 岡　田　和　生 第11号18頁

　翔泳社 速　水　浩　二 第11号20頁

　ホギメディカル 廣　谷　順　一 第11号22頁
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　マルカキカイ 乾　　　孝　義 第11号24頁

　ココスジャパン 小　暮　桂　介 第11号26頁

　カスミ 神　林　章　夫 第11号28頁

　明光ネットワークジャパン 渡　邉　弘　毅 第11号30頁

　インパクト21 薗　部　健　作 第11号32頁

　ケーヨー 侭　田　公　明 第11号34頁

　キューサイ 大　石　博　明 第11号36頁

　たいらや 平　　　富　郎 第11号38頁

　カナック 大　西　大　介 第11号40頁

　日立機材 田　村　　　浩 第11号42頁

　堀場製作所 厚　海　　　誠 第11号44頁

　リコーリース 石　井　眞　一 第11号46頁

　日本精化 宿　本　哲　三 第12号２頁

　ＳＰＫ 中　嶋　　　功 第12号４頁

　ソニー 森　本　昌　義 第12号６頁

　富士通サポートアンドサービス 桑　原　　　晟 第12号８頁

　石川島汎用機サービス 正　木　一　男 第12号10頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第12号12頁

　リンテック 木　村　敬　吾 第12号14頁

　三洋化成工業 西　澤　毅　雄 第12号16頁

　サトー 伊　東　偉　勝 第12号18頁

　サンゴバン ジャンフランソワ・フェリゾン 第12号20頁

　環境管理センター 後　藤　一　郎 第12号22頁

　小野建 小　野　　　建 第12号24頁

　大阪製鐵 佐　藤　順　平 第12号26頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第12号28頁

　中山福 中　尾　千　興 第12号30頁

　日鐵ドラム 安　達　良　英 第12号32頁

　明電エンジニアリング 塩　月　正　則 第12号34頁

　三星堂 山　田　隆　史 第12号36頁

　クラヤ薬品 熊　倉　貞　武 第12号38頁

　ＴＯＴＯ 重　渕　雅　敏 第12号40頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第12号42頁

　アイフル 福　田　吉　孝 第12号44頁

　キーコーヒー 太　田　敬　二 第12号46頁

　ヒューテックノオリン 林　　　茂　孝 第12号48頁

　ダイオーズ 大久保　真　一 第12号50頁

　アズウェル 加　藤　　　大 第12号52頁

　日本基礎技術 中　村　精　一 第12号54頁

　マスターネット 西久保　愼　一 第12号56頁

　Mr Max 平　野　能　章 第12号58頁

　日本精機 永　井　淳　夫 第12号60頁

　ＮＴＴ移動通信網 津　田　志　郎、中　村　維　夫 第12号62頁

　ローム 佐々山　英　一 第12号64頁

　ＴＯＷＡ 奥　田　貞　人 第12号66頁
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　ジョイント・コーポレーション 東海林　義　信 第12号68頁

　住商エレクトロニクス 田　中　武　治 第12号70頁

　ワタミフードサービス 渡　邉　美　樹 第12号72頁

　ベネッセコーポレーション 山　川　和　夫 第12号74頁

　ヒラタ 山　本　千　秋 第12号76頁

　日本ウェーブロック 木根淵　弘　水 第12号78頁

　イッコー 増　田　光　一 第12号80頁

　ノーリツ鋼機 池　浦　裕　男 第12号82頁

　セキテクノトロン 関　　　　　周 第12号84頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第12号86頁

　公益社 播　島　幹　長 第12号88頁

　デオデオ 久　保　充　誉 第12号90頁

　宇部日東化成 財　間　新　二 第12号92頁

　竹芝電機 中　筋　　　格 第12号94頁

　本間ゴルフ 本　間　敬　啓 第12号96頁

　ケンウッド 東　　　紀　行 第12号98頁

　バンダイ 茂　木　　　隆 第12号100頁

　西尾レントオール 西　尾　公　志 第12号102頁
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