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協会からのご案内協会からのご案内

１　協会だより

２　当協会発行・編集出版物

３　当協会の国際連携のご紹介

１．トピックス

▲

�2015年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました

　2015年証券アナリスト第１次レベル春試験を、４月19日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会

場で、同18日（土）にニューヨーク、ロンドンの２会場で実施しました。

　３科目合計の延べ受験者は6,834名（出席率は59.7％）、合格者数は3,413名、合格率は49.9％でした。

試験の結果は５月下旬に受験者に通知しました。

　なお、2015年第１次レベル秋試験は、10月４日（日）に国内９都市と香港で、10月３日（土）にニ

ューヨーク、ロンドンで行われます。

試験科目
証券分析とポートフォリオ

・マネジメント
財務分析 経済

３科目合計
（延べ人数）

受験者数（人） 1,769 2,593 2,472 6,834

昨年春 1,703 2,383 2,224 6,310

合格者数（人） 903 1,292 1,218 3,413

昨年春 838 1,221 1,047 3,106

合格率（％） 51.0 49.8 49.3 49.9
昨年春 49.2 51.2 47.1 49.2

▲

�第６回SAAJ国際セミナーを開催しました

　４月24日（金）に第６回SAAJ国際セミナー「アジアにおける資産運用：その魅力と将来性」を開催

しました。

　本セミナーは、昨年に引き続きACIIA、ASIF、EFFASの後援を得ての開催となりました。海外からの

外国人講師２名を含む計７名の講師に加え、日本銀行の中曽副総裁の基調講演も実施され、オーストラ
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リア、中国、台湾、香港、韓国、フィリピン等海外も含め、約140名の参加がありました。また、セミ

ナー後の懇親パーティーには講師や参加者が多数出席し、相互交流を深めました。

▲

�「地区交流会」活動状況について

○東海地区交流会（平成27年度第１回）

・開催日、場所　：４月22日（水）愛知県産業労働センター

・勉強会テーマ　：「TOKYO PRO Marketを活用した新しい成長モデル─上場すると何が変わるのか─」

・講師　　　　　：新開智之氏（監査法人コスモス　代表社員・公認会計士）

・参加者　　　　：13名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

�PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに

掲載しました

　PB継続教育として、月１回程度のPB補完セミナー、年に３回程度のPBスクールを開催しておりますが、

協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、動画コンテ

ンツ、講演要旨を作成しております。CMAの方にもご利用いただだけます。ぜひ、ご活用ください。

＜PB補完セミナー＞

　�「富裕層の資産を守り、そして増やす－資産を守るメカニズムが機能しない日本で、PBビジネスを行

う皆様に―」（2015年２月19日開催）

　　講師：押谷孫行氏（株式会社ユキインベストメント　代表取締役）

◆ 協会ホームページ⇒「プライベートバンカー（PB）資格」⇒「セミナーとスクール」⇒「要旨と動画

申込」から購入ダウンロードできます。
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▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

　①�「株式プレミアムの複数源泉とスマートベータ戦略」（３月６日開催）

　　講師： ジェーソン・スー氏（リサーチ・アフィリエイツ（RA）　共同創業者兼副会長／ UCLAビジ

ネススクール（アンダーソン校）ファイナンス特任教授）

　②�「量的緩和に踏み切ったECB」（３月12日開催）

　　講師： 高橋祥夫氏（バークレイズ証券　調査部　チーフ外債ストラテジスト）

　　（当ジャーナル６月号にも掲載）

　③�「ロボットx自動車　自動運転技術の未来」（３月18日開催）

　　講師：谷口恒氏（ZMP代表取締役社長）

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ「セ

ミナー・講演会・大会」の「要旨一覧」から無料で閲覧・ダウンロードできます。非会員の方も有料

で閲覧・ダウンロードできます。

▲

�震災義援金に関するご報告とお礼

　東北地方太平洋沖地震被災者支援のための義援金として、今般、当協会会員の江良嘉則様から10,000

円のご寄附があり、ご希望により宮城県に拠出しましたのでご報告します。ご協力に厚くお礼申しあげます。

　なお、義援金の拠出額は今回分を含め、累計で2,460万円となります。

問合せ先　経理部長　関口幸男（電話03-3666-1630）

２．顧問・委員・会員の異動（敬称略）

▲
�顧問の異動（４月17日）

　　退　任　　　　中野　武夫　　　信託協会　前会長

　　就　任　　　　常陰　　均　　　信託協会　会　長

▲

�委員の異動

○ディスクロージャー研究会（５月11日）

・研究会

　　退　任　　　　 子　哲也　　　みずほ銀行

　　就　任　　　　横沢　泰志　　　みずほ銀行
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▲

�会員の異動

○新入会者（平成27年４月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）

　検定会員

飯島　賢 ＪＰモルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社

池田　遼 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

井澤　真一

稲森　大始郎 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

井上　優

井利　顕 株式会社北海道銀行

上原　淳 株式会社イオン銀行

江口　隆大

遠藤　文香

遠藤　陽介 大同生命保険株式会社

大澤　範恭 厚生労働省

大津賀　健史 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

大西　裕子 野村證券株式会社

大野　淳 大同生命保険株式会社

大野　雅博 株式会社かんぽ生命保険

岡崎　崇 みずほ信託銀行株式会社

岡村　典明 信金中央金庫

小川　知哉 アクトタンク株式会社

荻野　泰治 明治安田生命保険相互会社

小田切　恭志 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

越智　達郎 日興アセットマネジメント株式会社

小渕　保東 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

於保　翔大 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

河合　浩

加賀美　慶太

加藤　貴史

神田　浩史 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

菊池　隼 ケネディクス株式会社

菊池　祥

木下　真一 大和証券投資信託委託株式会社

木下　正治 大同生命保険株式会社

木村　美希 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

魏　裕晃 エー・アイ・キャピタル株式会社

窪田　清之 株式会社ダブルチェック

倉田　雄示 日本ＧＥ株式会社

栗山　寛

黒田　恒平

毛井　宏史 プルデンシャル生命保険株式会社

小林　あづさ ＳＭＢＣ日興証券株式会社

小林　伸光 花菱株式会社

小林　寛司 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工

学研究所

小林　陽介

逆井　綾奈 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

榊原　貴裕

酒谷　彰一 株式会社日本取引所グループ

坂野　雄亮 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

酒巻　浩 地方公務員共済組合連合会

佐藤　健 明治安田生命保険相互会社

佐藤　晃市 東京海上日動火災保険株式会社

佐藤　友昭 株式会社日本財託

佐藤　史仁 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

佐野　公紀

塩田　大樹 株式会社野村総合研究所

芝尾　遥介 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

柴田　正視 さがみ信用金庫

島田　貴盛 株式会社十八銀行

嶋津　直之

清水　篤 大和証券株式会社

神　拓馬 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式

会社

杉本　圭輔 明治安田生命保険相互会社

須藤　研介 インターキャピタル株式会社

高井　太児 住友生命保険相互会社

田上　亜希子 みずほフィナンシャルグループ株式

会社

武田　浩平 日本証券金融株式会社

多田　勝彦 みずほ信託銀行株式会社

田中　浩介 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

田中　翠 三井住友アセットマネジメント株式

会社

田中　康裕 日立キャピタル株式会社

田野口　誠 株式会社みずほ銀行

田村　光 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社

辻　隆弘 住友生命保険相互会社

問谷　佳弘

友井　崇裕 大和証券投資信託委託株式会社

中野　敬史

長藤　達哉 キリンホールディングス株式会社

成清　智也

野谷　大樹 新日本有限責任監査法人

橋立　千褒 富国生命保険相互会社

幡野　敏行 住友生命保険相互会社

林　光史 農林中央金庫

原　一

馬場　啓史

平野　智彦 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

平山　幸司 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

弘中　孝明 大和証券株式会社

福田　達弥 みずほ投信投資顧問株式会社

鳳山　太成 株式会社日本経済新聞社

星　学

星　祐輔 東京海上日動火災保険株式会社

本田　隆之
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法人賛助会員 一般財団法人　会計教育研修機構

株式会社アドバイザーズ

個人賛助会員 姜　敞煕 TRUSTON資産運用株式会社

○退会・会員資格喪失（平成27年４月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）

定款第12条第1項第1号による退会・会員資格喪失

＜会費完納者＞

検定会員 青木　優（6935） 秋山　泰介 朝倉　正巳 浅海　路史

芦田　恒志 新　修治 足立　晋 天野　敬太（10170）
五十嵐　圭太 生川　雅也 伊佐早　隆 石垣　嘉津弥

石田　総宏 伊藤　宏一 内田　則一 大道　貞和

荻島　伸和 小原　博伸 海田　宏 加藤　高明

加藤　秀俊 加藤　若菜 鴨崎　恒人 河田　格

神戸　敏之 菊山　洋一 熊谷　正一郎 河野　謙一

小堀　利光 齋藤　馥 齋藤　幸太郎 佐藤　武志（19399）
三宮　慎司 進藤　嘉宏 鈴江　栄二 鈴木　義昭

諏訪　基教 垰　陽司 高瀬　圭太 高橋　敏哉

田中　一嘉 田原　俊男 中久保　慎一 中窪　文男

中野　貴司 中野　広志 中村　博 中村　昌史

中村　優志 二宮　光一郎 生和　勉 野口　勝弘

信森　久典 野村　直史 野本　隆史 橋本　究

花井　正 原　義則 東野　信宏 星野　真戸

堀井　三津雄 堀江　伸 本田　和也 前田　利雄

牧野　成吾 益田　宜昌 松井　徹 松崎　あかね

松島　光男 松本　正孝 宮内　章 三宅　晴輝

宮崎　英幸 宮崎　雅雄 村上　倫志 村山　智美

森本　隆之 森脇　祐治 山口　茂 山口　俊久

山根　宏 山本　容子 用貝　光伸 横田　晴充

横山　照夫 吉田　泰久 来田　健司 若槻　美奈

一般会員 菊一　護

法人賛助会員 オリンパスキャピタルホールディングスアジア
Mirae Asset資産運用株式会社

前川　将吾 ＪＰモルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社

前野　いずみ 株式会社　Sigma Technology
前原　泰 九州電力

政安　裕太郎 三井住友銀行

町田　知弘 明治安田生命保険相互会社

松田　圭一郎 住友生命保険相互会社

松村　翼 シティグループ証券株式会社

三木　正士 三菱ＵＦＪ投信株式会社

満田　堅

宮崎　大輔 野村證券株式会社

宮嶋　宏臣

宮野　響太

宮本　健志 株式会社アベルコ

村上　隆興

谷津　健太 野村證券株式会社

柳田　直人 大同生命保険株式会社

山口　範大 明治安田生命保険相互会社

山田　昌史

山成　主真 株式会社ゆうちょ銀行

山本　雄平 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

由木　太一 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

横山　明彦 財務省

余吾　智 大和証券投資信託委託株式会社

吉田　和仁 野村信託銀行株式会社

吉田　圭佑 三菱ＵＦＪ投信株式会社

吉村　昌記 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

李　想 野村アセットマネジメント株式会社
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個人賛助会員 東　佑亮 木下　明 樋瓜　光兵

＜上記以外＞

検定会員 藤田　明

○会員状況（平成27年４月30日現在）

個人会員 （検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

26,023 （25,946） （77） 229 179 （153） （26） 26,431

マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法

　協会ホームページ「会員関連」の「WEB移行登録の申込み（検定会員・一般会員）」から手続き

■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）

⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード／会社説明会・講演会・セミナーの要旨閲覧（無料）

⑵講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）

⑶会社説明会、講演会・セミナーの簡易申込みが可能（連絡先等が入力不要）

⑷年会費のクレジットカード支払や入金状況の確認が可能

⑸インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能

⑹CMA・CCMAを対象とした継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411　FAX：03-3666-5843

個人会員の皆さまへ


