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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．お知らせ

▲

�第489回理事会を開催しました

　11月９日（月）に標記理事会が開催され、以下の事項について報告されました。

【報告事項】１．平成27年度上期事業実績概要

　　　　 　２．基本財産・積立基金の運用状況

　　　　 　３．資金運用諮問会議答申（平成27年９月）の骨子

　　　　（詳細は、マイページ会員限定をご覧ください）

▲
�CIIA（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します

　2016年３月のCIIA試験に向けてのスクーリングを12月５日から開始します。12月に３回、来年１月

に２回の計５回で、いずれも土曜日開催です。

　CIIA試験登録者はもとより、検定会員の方の継続学習にも有益ですので、ぜひご活用ください（検定

会員の方は、継続学習制度におけるクレジットが取得できます）。

　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞スクーリングをご覧ください。

２．トピックス

▲

�2015年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました

　本年10月に実施した証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果は、受験者数は３科目延べ4,651名（昨

年秋試験4,671名）、合格者数は2,308名（同2,329名）、合格率は49.6％（同49.9％）でした。
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　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞証券アナリスト（CMA）第１次レベル＞受験デー

タをご覧ください。

▲

�プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年９月まで）につい

て

　当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄

東京大学金融教育研究センター　副センター長）の審議を経て、合格者を決定しています。2015年９月

までの合否結果の概要は次の通りとなっています。

（1） 2014年１月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター＜初

級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は累計で239名と

なりました。

（2） 2013年６月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級レベ

ル＞）のコンピュータ試験では、３単位すべてに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計で

518名となりました。

（3） シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位すべ

てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で163名となりました。このうち、シニアPBの

筆記試験に合格したシニアPB資格認定者は、36名となっています。

　詳細は、協会ホームページ＞プライベートバンカー（PB）資格＞新着情報をご覧ください。

▲

�ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会・年次総会がシン

ガポールで開催されました

　ASIF理事会・年次総会が10月30日（金）にシンガポールで開催されました。決算・予算承認等の定

例議題に加え、理事会メンバーの選挙を実施し、オーストラリア、香港、日本、タイが理事会メンバー

に選出され、会長にオーストラリア協会のRussel Thomas氏、副会長に当協会前原専務理事が互選されま

した。また、ASIFの活動をより有益なものにしていくため、各加盟協会主催の各種イベントへの会員価

格での相互参加、ASIF主催フォーラムの拡充、CIIA資格の域内普及について討議されました。

　前日の10月29日（木）午前には、ASIFおよびオーストラリア協会との共催でIndian-Pacific Finance 

Forumが開催され、Dr. Jayant Menon（アジア開発銀行Lead Economist）による域内金融・資本市場統合の

進捗状況と将来に関するキーノートスピーチに続き専門家４人によるパネルディスカッションが行われ

ました。ASIF加盟協会の関係者、シンガポール在住個人会員を含め約40名の参加がありました。
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▲

�「地区交流会」活動状況について

○九州地区交流会（平成27年度第２回）

・開催日、場所　：11月６日（金）福岡ビル９階会議室

・勉強会テーマ　：「福岡の都市開発と創業支援」

・講　師　　　　：中満　昭 氏

　　　　　　　　　（地域開発戦略推進協議会　ディレクター）

　　　　　　　　　神田橋　幸治 氏　CMA

　　　　　　　　　（地域開発戦略推進協議会　フェロー）

・参加者　　　　：15名

　勉強会終了後に懇親会を開催

○東海地区交流会（平成27年度第４回）

・開催日、場所　：11月６日（金）愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）10階会議室

・勉強会テーマ　：「歴史的な視点からひもとく愛知のものづくり」

・講　師　　　　：堀部　徹哉 氏

　　　　　　　　　（富士精工株式会社　経営管理部　部長）

・参加者　　　　：18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。検定会員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＞

①�「富裕層における「海外活用」手法　最新事情―資産の置き場所として　自身の住まいとして―」

　（2015年７月16日開催）

　　　講師： 半田康二氏（大和証券株式会社　ウェルスマネジメント部　事業承継コンサルティング室長）

②�「100兆円時代の投資信託活用法―国民的資産運用ツール化とグローバル商品への課題―」

　（2015年８月26日開催）

　　　講師： 島田知保氏（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社　「投資信託事情」発行人・編集長）

③�「ここが違う、医療法人と一般法人―2025年に向けて大きく動き始める医療法人制度を踏まえ―」

　（2015年10月１日開催）

　　　講師：坂田茂氏（税理士　東日本税理士法人　副所長）
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　◆ 協会ホームページ＞プライベートバンカー資格＞セミナーとスクール＞要旨と動画申込から購入し

て、視聴・ダウンロードできます。

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

「東急電鉄における渋谷駅周辺開発の取組み」（９月15日開催）

　　　講師：濱名節氏（東京急行電鉄　取締役　執行役員　都市創造本部副本部長　兼　開発事業部長）

　◆ 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

＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・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。

▲

�第６回SAAJ国際セミナー動画を協会ホームページに掲載しました

①セッション１動画（４月24日開催）

　「アジアパシフィックにおける資産運用ビジネスの枠組み」

　　　講師： ダニエル・セリギン氏（ケイシークァーク&アソシエイツ　パートナー　アジアパシフィ

ック社長）

②セッション３動画（４月24日開催）

　「日本の資産運用会社のアジアに対する経営戦略」

　　　講師： 兒玉健治氏 CMA（Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. （Singapore）CEO）

　◆ 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

＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から購入して視聴できます。（会員、非会員で

別料金）

３．委員・会員の異動（敬称略）
▲

�委員の異動

○投資パフォーマンス基準委員会（11月５日）

退 任 小　菅　　　孝 三菱UFJ信託銀行

〃 樋 口 哲 郎 東北大学ベンチャーパートナーズ

就 任 服 部 浩 二 三菱UFJ信託銀行

〃 松 本 季 子 ジャフコ

○ディスクロージャー研究会（10月26日）

　・専門部会

　（通信・インターネット）

退 任 岩 佐 慎 介 みずほ証券（検定会員）

〃 前 田 栄 二 SMBC日興証券（検定会員）
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　（メディア・ゲーム〈仮称〉）【新設】　五十音順

就 任 荒　川　　　康 DIAMアセットマネジメント（検定会員）

〃 石 原 太 郎 大和証券（検定会員）

〃 岩 佐 慎 介 みずほ証券（検定会員）

〃 大 場 剛 平 野村アセットマネジメント（検定会員）

〃 城 戸 謙 治 みずほ信託銀行（検定会員）

〃 樋 口 夏 子 三井住友信託銀行（検定会員）

〃 前 田 栄 二 SMBC日興証券（検定会員）

▲

�会員の異動

○新入会者（平成27年10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

相場　嶺至

青木　重仁

赤松　尚美 （株）ベネッセコーポレーション

安藝　弘幸

秋嶺　有紀 株式会社鹿児島銀行

浅子　剛

穴井　広之

天野　智章 株式会社阿波銀行

天野　光 三井住友信託銀行株式会社

池野　裕介 三井住友信託銀行株式会社

池山　輝

井指　弘之 株式会社三井住友銀行

石井　康也 （株）サイバー・コミュニケーショ
ンズ

石川　貴裕

石黒　義朗 三井住友銀行

市原　賢人 株式会社バロー

櫟原　崇雄 株式会社新生銀行

井手　正人

伊藤　香子

伊藤　亮太

乾　雅孝

岩崎　達也 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

岩崎　智彦

岩瀬　芳弘 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

岩田　瑛里

磐田　直樹

岩橋　淳樹 三井住友信託銀行株式会社

植木　博士 ゴールドマン・サックス証券株式会
社

上田　篤司 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

上松　孝大

牛田　雅人

打田　広之

栄留　慎一

遠藤　亜希子 株式会社山形銀行

遠藤　真弘 株式会社山形銀行

大石　祐己

大久保　要

大久保　元弘 株式会社朝陽カンテイ

大沢　匡 農林中央金庫

太田　哲嗣

大槻　直子 日本ハム株式会社

大津留　孝明 公認会計士大津留孝明事務所

大西　雄基 年金積立金管理運用独立行政法人

岡　晋一郎 全国共済農業協同組合連合会

岡　大輔 株式会社ジェイ・ウィル・パートナ
ーズ

岡田　仁奈

岡田　和朗 三井住友信託銀行株式会社

岡野　友樹 大同生命保険株式会社

岡本　洋幸 全国共済農業協同組合連合会

小川　敦之

小川　直喜 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

尾崎　猛記 みずほ証券株式会社

尾崎　友治 株式会社エックスネット

押久保　直也 バークレイズ証券株式会社

織田　正也 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

小野　愛子

小野　健太

垣上　一郎 株式会社群馬銀行

片山　亮太郎 三井住友海上火災保険株式会社

加藤　次男 三井物産株式会社

門屋　徳人 株式会社伊予銀行

角谷　義孝 株式会社北陸銀行

金澤　彬

金子　喬明 株式会社野村総合研究所

金子　智之 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

鎌田　実

上條　瞬
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亀田　賢司 株式会社大和総研

河口　恵梨子 大和証券株式会社

川村　京治郎

菅　美由紀 大和証券株式会社

菊池　慶輔

木嶋　忠孝

北川　裕之

木谷　道哉

木下　哲哉 三井住友信託銀行株式会社

楠　千弘 株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサ
ーチ

工藤　憲人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

工藤　泰右 大和証券投資信託委託株式会社

久保田　昌義 クボタ・ファンド・マネジメント株
式会社

熊谷　正一郎 新生銀行

雲　義明 株式会社百五銀行

倉田　あや 株式会社近畿大阪銀行

倉田　渓

黒澤　直子 いちよし証券株式会社

小池　浩充 株式会社国際協力銀行

小泉　良 株式会社千葉銀行

高鷹　悟

河野　圭一 全国共済農業協同組合連合会

古城　巧 バークレイズ証券株式会社

小関　正寛 住友生命保険相互会社

小谷　紘右 GMOクリック証券株式会社

小林　大志

近造　慶次 キリン株式会社

近藤　彩野 株式会社三井住友銀行

近藤　雄一 株式会社ＱＵＩＣＫ

後藤　友喜夫 ジブラルタ生命保険株式会社

齋藤　繁 三井住友信託銀行株式会社

齋藤　輝善 株式会社足利銀行

酒井　雄太

坂下　賢

桜井　隆広

佐々木　一穂

佐々木　誠夫

佐藤　歩

佐藤　航世

佐藤　大輔 あいおいニッセイ同和損害保険株式
会社

佐野　順 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

財木　隆史

重田　直希 全国共済農業協同組合連合会

篠原　直登 三井住友信託銀行株式会社

清水　淳

清水　勇登 住信ＳＢＩネット銀行株式会社

下村　国仁 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

白石　智一

新屋　友教 三井住友信託銀行株式会社

鈴木　健一郎 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

鈴木　正憲 日立製作所

鈴木　実 東北財務局

鈴木　友理

関本　洋輔

園田　亮

田井中　克之 森・濱田松本法律事務所

高木　健太郎 日本生命保険相互会社

高杉　寛和

高野　亮 第一生命保険株式会社

高橋　圭三 富士ゼロックス株式会社

高橋　繁典 日本アジア投資株式会社

高橋　亨 野村證券株式会社

高橋　徹 住友生命保険相互会社

高橋　秀和 スカイオーシャン・アセットマネジ
メント株式会社

高見澤　佳正

田川　哲司 朝日生命保険相互会社

竹内　亜希子 東京海上アセットマネジメント株式
会社

竹内　慎太郎 東京海上日動火災保険（株）

武田　光平 北海道信用農業協同組合連合会

竹田　太樹 ＪＰモルガン・アセット・マネジメ
ント株式会社

武津　裕介 丸三証券

武久　太一 大同生命保険株式会社

田中　健也 岡崎信用金庫

谷岡　正史 信金中央金庫

谷口　晶俊

谷口　貴洋 みずほ銀行

谷口　治季

谷田　耕平 リコー

玉木　健太郎

田村　宣久 株式会社中国銀行

保　善晴 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

近下　篤子

千葉　敦史 アフラック（アメリカンファミリー
生命保険会社）

津川　勝 株式会社西日本シティ銀行

辻川　哲夫

筒井　伸裕 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

鄭　雲飛 野村アセットマネジメント株式会社

寺原　智之 株式会社福岡銀行

寺本　隆昭

東沢　匡人 日本銀行

富田　大介 第一生命情報システム株式会社

冨永　佑貴 農中信託銀行

中島　雄一朗 株式会社名古屋銀行

中島　禎典

中野　利隆

中村　今日子

中村　千草

中村　友行

中村　郁博

中村　美香

永井　祐貴
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○退会・会員資格喪失（平成27年10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 岩間　祐一 鈴木　伸治 鈴木　亮次 田辺　康宏

部谷　誠一

＜上記以外＞

検定会員 安達　幸隆 市川　尚 寺川　真史 横田　清信

長崎　昭憲 株式会社みずほ銀行

長澤　宏樹 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

永谷　俊岳

永渕　大輔 株式会社みずほ銀行

永谷　亘 岡三証券株式会社

成山　和也

新居　悠輝 全国共済農業協同組合連合会

西家　宏典

西崎　寿教 三井住友信託銀行株式会社

西谷　真貴 株式会社肥後銀行

西出　滋 Gift Your Life株式会社

西村　陽

西本　宗太郎 全国共済農業協同組合連合会

沼上　健吾 農林中央金庫

野口　将寛 ミリーホールディングジャパンリミ
テッド株式会社

野田　義人

野津　大介

長谷川　雄一 ソニー生命保険株式会社

長谷川　諒

蜂谷　広志 みずほ銀行

浜口　克己

浜谷　雄二郎 明治安田生命保険相互会社

早崎　直子

林　孝明

張ヶ谷　優 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

茨田　佳明 ソニー銀行株式会社

坂　孝之 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

日置　愛可 株式会社みずほ銀行

日野　雄一 株式会社第四銀行

平尾　泰文 三菱商事

平野　知宏 ボサロカエージェンシー株式会社

福本　淳司

藤井　修 株式会社百十四銀行

藤井　美香 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

藤井　雄也 野村信託銀行株式会社

藤岡　広和

藤田　一寿 三井住友信託銀行株式会社

藤盛　健太 日本生命保険相互会社

細井　和樹 株式会社群馬銀行

堀越　俊雄 メリルリンチ日本証券株式会社

本多　茜

前田　孝久 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

前田　賢輝 三井住友信託銀行株式会社

増田　仁

松井　良介

松岡　寛文

松崎　太郎

松村　浩行 三井住友海上火災保険株式会社

松本　圭史 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

松本　茂

松本　正 北見信用金庫

松本　悠也 株式会社 保険センター

松本　龍一郎 三井住友信託銀行株式会社

松山　剛士

丸山　直樹 株式会社都市未来総合研究所

三上　弘高 大同生命保険株式会社

水上　成憲 日本証券金融株式会社

溝渕　匡 株式会社キャピタル・アセット・プ
ランニング

南　吉彦

南嶋　勇佑 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

嶺山　友秀

三間屋　幸司 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

宮坂　紫明 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社

宮崎　紀行

武藤　誠

村瀬　廣恭 株式会社伊予銀行

村田　啓太郎 株式会社みずほ銀行

百瀬　皓朗 株式会社みずほ銀行

森　翔太郎

森川　陽介

安井　進

山口　健太郎 ジブラルタ生命保険株式会社

山崎　絢也 大同生命保険株式会社

山下　大輔

山路　翔太 三井住友信託銀行株式会社

山本　真也

由良　浩一 ソフトバンク株式会社

吉田　昌史 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

吉田　好和 みずほ信託銀行株式会社

米倉　隆史 トヨタ自動車株式会社

劉　榕鋳 株式会社エフ

渡辺　勝也

和田　新太郎 株式会社ＳＢＩ証券
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○会員状況（平成27年10月31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

26,508 （26,427） （81） 228 185 （156） （29） 26,921

ホームページをリニューアルしました！！
協会ホームページを全面的にリニューアルしました。

協会の事業を以下の５つに分類し、検索し易くしました。また、見易さやスマートフォン・タ

ブレットでの使い易さの観点から改善を図っております。ぜひご活用ください。

１）「証券アナリスト資格」

２）「プライベートバンカー資格」

３）「専門性を高める」

４）「金融・資本市場への情報発信」

５）「協会について」

※ ブックマークの「お気に入り」に登録されている場合は、登録内容の変更をお願いします。

その際は、協会トップページから入るようにしてください。

＜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


