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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▲

�新代議員の決定について
　第２回選挙管理委員会が９月12日（月）に開催され、全ての立候補者が必要な要件を充たしているこ

と、及び各会員別立候補者数が各会員別代議員の定数に納まっていることを確認し、立候補者の全員を

「代議員選挙等に関する規程」第２条第４号に基づき無投票当選としました。

　なお、代議員選任日は同日付とし、任期は平成30年９月までの２年間です（代議員名簿は前掲「公示」

参照）。

２．トピックス▲
�シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2016年春）の結果
について

　当協会では、シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）資格の筆記試験（投資政策

書の作成、2016年春試験）に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄東京大学名誉教授）の審議

を経て、合格者を決定しました。

　シニアPB筆記試験（2016年春）の受験者51名のうち合格者は９名、合格率は17.6％となり、合格者

９名にはシニアPB資格が付与されました。この結果、シニアPB資格認定者は、累計で54名となりました。

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

▲

�第17回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナーを開催（９月９日）
　第17回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナー「コーポレート・ガバナンスと企業価値／投資行動」

を９月９日（金）に当協会第１セミナールームで開催しました（参加者60名）。コーポレートガバナン

ス改革とその実務動向、実証研究について、①ガバナンス改革をめぐる実務動向（講師：武井一浩氏）、
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②コーポレート・ガバナンスと企業価値／投資行動（講師：井上光太郎氏　CMA）、をお話しいただき

ました。

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました
　①�第７回国際セミナー「資産運用における新しいパラダイム」（４月７日開催、SAAJ-CFA�Institute／

日本CFA協会共催）（当ジャーナル９月号にも掲載）
　　・「日本の資産運用への期待」
　　　講師：森信親氏（金融庁長官）

　　・「日本の資産運用業界の課題、事業機会及び改善策の示唆」
　　　講師：柴田拓美氏（日興アセットマネジメント　代表取締役社長 兼 CEO）

　　・「グローバルな資産運用会社としての成功要因」
　　　講師：デイビッド・A・ハント氏（PGIMインク　社長、最高経営責任者）

　　・「日本の資産運用業界の発展に向けて」
　　　パネリスト：石田友豪氏（ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント　代表取締役社長）

　　　　　　　　　萩野琢英氏　CMA（ピクテ投信投資顧問　代表取締役社長）

　　　　　　　　　デイビッド・A・ハント氏（前出）

　　　司会：大場昭義氏　CMA（東京海上アセットマネジメント　代表取締役社長）

　②第16回夏期SAAJセミナー：「マイナス金利下の債券運用」（７月15日開催）
　　セッション１：「QQEからマイナス金利へ：実験的金融政策の評価と課題」
　　講師：早川英男氏（富士通総研　経済研究所　エグゼクティブ・フェロー）

　　セッション２：「マイナス金利下における債券運用戦略―安定収益追求の視点から―」
　　講師：�津田雅義氏　CMA（ニッセイアセットマネジメント　取締役執行役員／チーフ・インベスト

メント・オフィサー）

　　セッション３：「債券投資戦略の新潮流」
　　講師：�喜多幸之助氏　CMA（ラッセル・インベストメント　エグゼクティブコンサルタント／コン

武井氏 井上氏
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サルティング部長）

　③「日本経済・物価の現状と今後の展望」（７月19日開催）
　　講師：関根敏隆氏（日本銀行　調査統計局長）

　④「公認会計士・監査審査会の活動状況と今後の方向性」（７月26日開催）
　　講師：天谷知子氏（公認会計士・監査審査会　事務局長 兼 検査局審議官）

　⑤「J-REIT市場の現状と見通し」（７月28日開催）
　　講師：鳥井裕史氏　CMA（SMBC日興証券　株式調査部　シニアアナリスト）

　⑥「内外ESG投資の現状とこれから」（８月２日開催）
　　講師：寺山恵氏　CMA（日興リサーチセンター　社会システム研究所　副所長、主任研究員）

　⑦「日本株投資戦略―ヘッジファンド動向と今後のマーケット―」（８月８日開催）
　　講師：宮島秀直氏（パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ　代表取締役）

　⑧「マイナス金利付きQQEと国債市場の行方」（８月22日開催）
　　講師：石井純氏　CMA（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　チーフ債券ストラテジスト）

　⑨「大転換を求められる地域金融機関、その先にある地方創生」（８月24日開催）
　　講師：多湖秀人氏（地域の魅力研究所　代表理事）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・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。

▲

�動画を協会ホームページに掲載しました
　・第７回国際セミナー「資産運用における新しいパラダイム」
　　（４月７日開催、SAAJ-CFA�Institute ／日本CFA協会共催）

　①「日本の資産運用業界の課題、事業機会及び改善策の示唆」
　　講師：柴田拓美氏（日興アセットマネジメント　代表取締役社長 兼 CEO）

　②「変革期にある資産運用ビジネスの展望」（音声：英語）
　　講師：ケビン・P・カーク氏（ケイシークァーク&アソシエイツ　会長）

　③「グローバルな資産運用会社としての成功要因」（音声：英語）
　　講師：デイビッド・A・ハント氏（PGIMインク　社長、最高経営責任者）

　④「日本の資産運用業界の発展に向けて」（外国人講師音声：英語）
　　パネリスト：石田友豪氏（ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント　代表取締役社長）

　　　　　　　　萩野琢英氏　CMA（ピクテ投信投資顧問　代表取締役社長）

　　　　　　　　デイビッド・A・ハント氏（前出）

　　司会：大場昭義氏　CMA（東京海上アセットマネジメント　代表取締役社長）

　・第16回夏期SAAJセミナー：「マイナス金利下の債券運用」（７月15日開催）
　①セッション１：「QQEからマイナス金利へ：実験的金融政策の評価と課題」
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　　講師：早川英男氏（富士通総研　経済研究所　エグゼクティブ・フェロー）

　②セッション２：「マイナス金利下における債券運用戦略―安定収益追求の視点から―」
　　講師：�津田雅義氏　CMA（ニッセイアセットマネジメント　取締役執行役員／チーフ・インベスト

メント・オフィサー）

　③セッション３：「債券投資戦略の新潮流」
　　講師：�喜多幸之助氏　CMA（ラッセル・インベストメント　エグゼクティブコンサルタント／コン

サルティング部長）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・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．会員の異動（敬称略）▲

�会員の異動
○新入会者（平成28年８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
相澤　佑樹 SMBCフレンド証券株式会社
饗場　行洋 野村證券株式会社
青木　孝之 SMBC日興証券株式会社
青木　里沙 ファーストブラザーズ株式会社
秋澤　佑佳 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
秋本　翔太 岡三証券株式会社
秋山　史人
阿久津　英文 株式会社七十七銀行
朝倉　槙一 大和証券投資信託委託株式会社
浅田　剛史 三井生命保険株式会社
浅田　卓也 株式会社北陸銀行
小豆畑　千春 東海東京証券株式会社
阿部　哲太郎 藍澤證券株式会社
甘木　大己
新井　孝則
新井　美和
荒木　修 株式会社三菱東京UFJ銀行
安喰　勝彦 大和証券株式会社
安東　孝洋 大和証券株式会社
飯島　俊輔 SMBCフレンド証券株式会社
飯田　尚宏 大和証券投資信託委託株式会社
池田　晋
池谷　典子 丸三証券株式会社
伊沢　圭一郎 大和証券株式会社
石井　礼人 住信SBIネット銀行株式会社
石井　さゆり 東京海上アセットマネジメント株式

会社
石川　亮三
石橋　邦之 三菱UFJ信託銀行株式会社
石橋　寛樹 みずほ証券株式会社

磯野　達 GAIA株式会社
井田　隼平 みずほ証券株式会社
市川　洋平 株式会社青森銀行
井出　知希 野村證券株式会社
伊藤　辰彦 みずほ証券株式会社
伊東　応樹
伊藤　友香 みずほ証券株式会社
伊藤　亘 大和証券株式会社
稲垣　駿 三菱UFJ信託銀行株式会社
稲田　宜士 株式会社新生銀行
井上　勝也
井上　肇 株式会社りそな銀行
井上　隼人 英グループ
伊部　和晃 株式会社野村総合研究所
杁山　知之 株式会社日本取引所グループ
岩上　敦志 損保ジャパン日本興亜アセットマネ

ジメント株式会社
岩崎　海吾 SMBC日興証券株式会社
岩本　太志 三井生命保険株式会社
岩山　悠樹 三菱UFJ信託銀行株式会社
植木　剛志
上田　美由紀 セントラル短資株式会社
上野　純
上野　結依 みずほ投信投資顧問株式会社
宇田川　亮 日興アセットマネジメント株式会社
内田　雄策
内山　紗也子 アライアンス・バーンスタイン株式

会社
江渡　慶彦
榎本　智大 三菱UFJ信託銀行株式会社
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遠藤　祥太 SMBC日興証券株式会社
大川　康平 大和証券株式会社
大久保　圭 株式会社野村総合研究所
大久保　賢 野村證券株式会社
太田　公之 株式会社野村総合研究所
太田　康介 GCA株式会社
大竹　一嘉 東海東京フィナンシャル・ホールデ

ィングス株式会社
大谷　拓人 三菱UFJ国際投信株式会社
大平　拡
大塚　節雄 株式会社日本経済新聞社
大西　耕平 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
大西　洋平 みずほ証券株式会社
大野　弘貴 富国生命投資顧問株式会社
大野　綾子 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
岡　拓也 株式会社ゆうちょ銀行
岡島　雄
岡谷　貴 みずほ証券株式会社
岡本　悟志 野村證券株式会社
尾形　真一郎 SMBCフレンド証券株式会社
小川　麻菜 三菱UFJ信託銀行株式会社
小倉　由布子 株式会社みずほ銀行
小野　高明 株式会社大和総研
小野　亮
小俣　雅也 新日本有限責任監査法人
柏木　類 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
片山　大輔 デロイトトーマツコンサルティング

合同会社
勝田　淳 ブラックロック・ジャパン株式会社
加藤　吉幸 株式会社大分銀行
門倉　喜正
門脇　輝明 株式会社七十七銀行
金尾　俊信 明治安田生命保険相互会社
金子　直人 水戸証券株式会社
兼田　亮平
上林　哲郎 あかつき証券株式会社
上村　和弘 大和証券投資信託委託株式会社
川口　元輝
川崎　敦史 株式会社大和ファンド・コンサルテ

ィング
川崎　伸悟
川崎　雅大 野村證券株式会社
川尻　賢弥 みずほ証券株式会社
川瀬　良美 大和証券株式会社
川内　健太郎 SMBC日興証券株式会社
神崎　嘉仁 野村證券株式会社
菊池　将史 東海東京証券株式会社
木口　紘希 SMBC日興証券株式会社
岸上　和夫
北川　美沙 野村信託銀行株式会社
北川　裕子
北澤　力也 野村證券株式会社
北村　良太朗 大和証券株式会社

木下　湖南実 東京海上アセットマネジメント株式
会社

君塚　弘明 大和証券株式会社
木村　欣也 プルデンシャル生命保険株式会社
休坂　一徳 農林中央金庫
清野　貴行 多摩信用金庫
日下部　健児
國貞　知子 オリックス銀行株式会社
久保　信明 株式会社りそな銀行
久保田　裕宣 株式会社みずほ銀行
熊谷　茜
熊谷　公志 エアーズシー証券株式会社
熊谷　太郎 キムコインターナショナルプライベ

ートリミテッド
黒川　敦之
黒崎　哲夫 日本銀行
黒崎　裕介 株式会社三井住友銀行
黒田　諭史 明治安田生命保険相互会社
畔柳　健 大和証券株式会社
桑田　純輝 野村證券株式会社
小泉　優太 株式会社青森銀行
高下　真伸 三菱UFJ信託銀行株式会社
古閑　善丈 株式会社三菱東京UFJ銀行
古川　道也 株式会社伊予銀行
小平　和正 大和証券株式会社
小林　虎臣
小見山　奈々 野村證券株式会社
米谷　弘人 太陽生命保険株式会社
近藤　寛之 株式会社野村総合研究所
後藤　英樹 呉信用金庫
齋藤　映 株式会社マイナビ
齋藤　慶純 株式会社青森銀行
齋藤　なお子
齋藤　友貴 Deloitte� Tohmatsu� Financial�

Advisory�LLC
齋藤　裕介 みずほ証券株式会社
酒井　香織 三菱UFJ国際投信株式会社
酒井　裕一郎 株式会社大分銀行
佐久間　勇佑
窄中　行人 JPモルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社
佐々木　綾子 富国生命保険相互会社
佐々木　雅浩 公益社団法人日本証券アナリスト協

会
佐々木　元哉 株式会社日本取引所グループ
佐々木　由紀子 大和証券株式会社
佐藤　健治 大和証券株式会社
佐藤　久之 株式会社新生銀行
佐藤　雅克 オリックス株式会社
佐藤　祐輝 株式会社野村総合研究所
佐藤　佑亮 野村證券株式会社
眞田　隆志 セントラル短資株式会社
佐野　友彦 JPモルガン証券株式会社
猿田　真由 カシオ計算機
塩田　睦大



©日本証券アナリスト協会　2016� 105

協会からのご案内

塩見　一寿 みずほ証券株式会社
篠口　遼 T&Dアセットマネジメント株式会

社
柴崎　慎太郎 株式会社群馬銀行
柴田　宗治 株式会社大和ファンド・コンサルテ

ィング
島　知弘
島谷　真樹 大和証券投資信託委託株式会社
島田　憲二 大和証券株式会社
清水　啓太 アクセンチュア株式会社
清水　翼 株式会社西日本シティ銀行
下山　然
東海林　潤 三菱UFJ国際投信株式会社
白井　聡明 野村證券株式会社
白井　雄喜 株式会社百十四銀行
杉岡　弘庸 野村證券株式会社
杉田　勝成 三菱UFJリース株式会社
杉山　光平 野村證券株式会社
鈴木　穣 株式会社三菱東京UFJ銀行
鈴木　俊也 株式会社みずほ銀行
鈴木　雅之 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
鈴木　麻美 株式会社足利銀行
関口　翔太 三菱UFJ信託銀行株式会社
関口　智和 有限責任あずさ監査法人
染野　幸司 三菱UFJ信託銀行株式会社
染谷　和久 みずほ証券株式会社
平　行秀 野村證券株式会社
高崎　敦志 東海東京フィナンシャル・ホールデ

ィングス株式会社
高取　千誉
高橋　英範 株式会社広島銀行
高橋　由衣
高橋　祐士 明治安田生命保険相互会社
高橋　諒 株式会社日本取引所グループ
高橋　亮史
高宮　健 三田証券株式会社
高本　規史 みずほ証券株式会社
滝澤　あい
田口　智也 富国生命保険相互会社
田口　正樹 京成電鉄株式会社
竹内　良太 野村證券株式会社
竹國　正矩 株式会社三井住友銀行
武田　和徳 野村證券株式会社
武田　将兵 野村證券株式会社
竹室　栄 水戸証券株式会社
只野　正隆
立石　奈津美 みずほフィナンシャルグループ
田中　順也
田中　肇 ピクテ投信投資顧問株式会社
俵　研太郎 SMBC日興証券株式会社
近間　邦久
千葉　純貴 野村證券株式会社
千綿　治樹 SMBC日興証券株式会社
塚澤　弘充 長野県信用農業協同組合連合会

柘植　大輔
寺岡　周作 大和証券株式会社
寺岡　真吾
寺島　綾子 三菱UFJ信託銀行株式会社
寺田　純子 日興アセットマネジメント株式会社
遠山　伸介 株式会社群馬銀行
登川　泰行
殿岡　大将
富井　友香子 SMBC日興証券株式会社
冨田　健彦 株式会社三菱東京UFJ銀行
富田　誠 三井生命保険株式会社
鳥本　祐二
中市　雄介 新日本有限責任監査法人
中川　康太郎 東京海上アセットマネジメント株式

会社
中澤　豪揮 野村證券株式会社
中田　雅士 株式会社ゆうちょ銀行
中西　諒 野村アセットマネジメント株式会社
永井　直樹
永井　寛之 キャピタル・インターナショナル株

式会社
永長　祥典
永野　和夫 ブラックロック・ジャパン株式会社
長橋　克樹
夏目　祥吾 株式会社三菱東京UFJ銀行
成田　彩夏 株式会社日本取引所グループ
成田　光紀 みずほ信託銀行株式会社
新見　朋広 日本銀行
西岡　広裕 株式会社三菱東京UFJ銀行
西谷　庄五郎
西田　武史 ネットワンシステムズ株式会社
西畑　賢多朗 三菱UFJ信託銀行株式会社
西山　聡志 株式会社日本政策金融公庫
丹羽　稔 野村證券株式会社
根本　隼
直川　将也 株式会社紀陽銀行
野島　丈志 大和証券株式会社
野嶋　雄介 株式会社日本取引所グループ
野原　聡史
野村　歩 大和証券株式会社
萩原　健吾 株式会社静岡銀行
長谷川　景子 SMBC日興証券株式会社
長谷川　香貴 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社
長谷川　直人 岡三にいがた証券株式会社
畑　めぐみ みずほ証券株式会社
秦　由佳 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
畠山　友里 トムソン・ロイター・マーケッツ株

式会社
濱田　真也
濱田　未来 株式会社かんぽ生命保険
林　潤一郎 三菱UFJ信託銀行株式会社
林　卓 株式会社みずほ銀行
原賀　由尚 株式会社十八銀行
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原口　右京 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株式会社

原田　亮 みずほ証券株式会社
春田　伸明
韓　東勲 ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント株式会社
半田　庄司 株式会社レコフ
半田　晋 大和証券株式会社
坂　朝絵
比田井　淳
人見　薫 SMBC日興証券株式会社
日野　辰哉 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
平田　俊夫 大阪府信用農業協同組合連合会
平野　浩康 大和証券株式会社
平原　壮 株式会社三井住友銀行
平松　仁志 日興ビジネスシステムズ株式会社
平本　秀正 みずほ証券株式会社
福田　宏 SMBC日興証券株式会社
福盛　明英 株式会社大和ファンド・コンサルテ

ィング
藤井　十三 株式会社野村総合研究所
藤井　大
藤岡　盛夫 三菱UFJ信託銀行株式会社
藤岡　正典 ふくおか証券株式会社
藤澤　拓也 株式会社北越銀行
藤田　正裕
藤田　亮 京セラコミュニケーションシステム

株式会社
藤巻　淳
藤原　猛 大和証券株式会社
古澤　公章 株式会社野村総合研究所
穂苅　義信 野村證券株式会社
星川　朗一 三田証券株式会社
星野　崇 株式会社横浜銀行
洞口　卓継
堀内　広海 大和証券株式会社
牧　司郎 株式会社群馬銀行
牧野　高志 オリックス株式会社
槙野　尚 みさき投資株式会社
政年　潤平 大和証券投資信託委託株式会社
枡　高之 株式会社東邦銀行
益嶋　裕 マネックス証券株式会社
枡本　康平
松井　佑介 岡崎信用金庫
松井　雄平 SMBC日興証券株式会社
松井　佳彦 株式会社日本取引所グループ
松尾　勝也 サーンガス共和株式会社
松崎　和典
松澤　彩子 大和証券株式会社
松澤　朋子 野村證券株式会社
松瀬　大来 総務省
松田　祥吾 岡三証券株式会社
松田　知也 みずほ証券株式会社
松本　直也

松本　秀晴
松本　悠花
松家　広明
丸橋　竣
馬渡　博人
三浦　隆史

三浦　盛孝
三浦　祐介
美澄　祐太
水垣　寛人
水野　和人
水野　真一
南口　真成

宮川　博光
宮原　秀和
宮本　洋之
村田　絢子
村山　穣
室伏　真由

茂木　志織

望野　浩之
森　俊弘
森井　祐貴
森田　大輔
諸鍛治　聡
矢澤　賢
安川　弘司
安田　理史
安田　光
矢野　将彬
矢部　貴大
山口　真吾
山口　孝彦

株式会社エイファス

岡三証券株式会社
シュローダー・インベストメント・
マネジメント株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行

富国生命保険相互会社
農林中央金庫

信金中央金庫

大和証券株式会社
丸三証券株式会社

大和証券株式会社
インベスコ・アセット・マネジメン
ト株式会社
T&Dアセットマネジメント株式会
社
第一生命保険株式会社
株式会社武蔵野銀行
大和証券株式会社

株式会社三菱東京UFJ銀行
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
SMBC日興証券株式会社

オリックス株式会社
多摩信用金庫
株式会社日本格付研究所

山崎　法昭
山田　史門 SMBC日興証券株式会社
山本　健一郎 株式会社野村総合研究所
山本　隆子 SMBC日興証券株式会社
山本　紘義 和歌山県信用農業協同組合連合会
横山　雄一
吉井　利光 幸福の科学
吉岡　耕平 株式会社りそな銀行
吉岡　斗紀夫 香川証券株式会社
吉竹　直樹 株式会社野村総合研究所
吉田　篤史 SMBCフレンド証券株式会社
吉田　興正 三菱UFJ信託銀行株式会社
吉田　愛 三菱UFJ信託銀行株式会社
吉永　亜生 みずほ信託銀行株式会社
若林　司 Melco�Capital�Pte�Ltd
渡辺　翔太 株式会社野村総合研究所
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○退会・会員資格喪失（平成28年８月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）
１．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 杉岡　直人 玉真　永棋 長岡　洸史 藤本　衛

＜上記以外＞
検定会員 今村　吉宏 江里口　登 鈴木　貴人

２．定款第12条第１項第３号による退会・会員資格喪失
検定会員 岡野　祥大

個人賛助会員 小松　友栄

３．定款第12条第１項第４号による退会・会員資格喪失

　　　検 定 会 員

渡邉　貴子 東京海上アセットマネジメント株式
会社

渡辺　利章 株式会社埼玉りそな銀行

渡辺　直樹 株式会社徳島銀行
和田　知也 株式会社北陸銀行

秋山　祐輔 金子　甲二郎 新良　幸太郎 中村　純子 本間　大士
東　光貴 上田　元貴 杉山　賢次 中村　哲也　16500 前田　雄佑
阿部　暁 上村　彰宏 鈴木　智也　3934 中村　敏彦 牧　剛司
荒木　克則 上村　庸介 鈴木　洋美 中村　真久 松井　一幸
安藤　信行 楊　聖浩 鈴木　博之　7550 長井　亨 松浦　辰徳
飯野　将人 京極　将史 鈴木　真人　13753 西　哲也 松岡　芳洋
伊神　満 久保田　惠三 鈴木　保正 野田　武 松下　雅人
伊草　英明 久保田　健司 高坂　秀周 野村　威文 松永　英樹
石井　幸夫 窪田　岳雄 高嶋　利彰 ハイ　正道 丸山　祐子
石田　容子 熊野　一穂 高橋　耕平 長谷川　照晃 三浦　圭
伊藤　義宏 小泉　雅史 高橋　健　18808 早川　弘毅 三浦　雅彦
伊藤　良平 小坂　修 田窪　寿吏 林　義敦 宮地　武尊
稲葉　俊弘 児玉　薫和 田口　智 東　正隆 向井　啓和
井上　久志 小林　聡 舘上　雄一 東山　陽介 向島　亨
井上　良太 酒井　清之 橘　浩二 平賀　正司 村上　博康
揖斐　有一 榊原　秋彦 谷　淳也 平瀬　信幸 村上　誠
岩崎　斎 坂田　真由人 玉井　嗣久 平田　康一　25177 望月　陽介
植田　耕平 佐々木　裕之 俵畑　敏 平野　健三 森　滋彦
大内　康裕 佐藤　清 寺岡　孝規 福岡　智明 森　信雄
大倉　茂樹 佐藤　進一郎 寺竹　成史 福丸　裕康 森　義雅
大原　悟司 佐藤　大輔　28752 外川　栄治 藤田　良和 安田　三四郎
大村　英人 澤村　禎信 徳永　貴志 古野　慎二 柳川　潔
岡田　恭典 志立　正弘 豊川　順二 堀　直之 山川　信行
片瀬　信之 庄野　雅司 中川　喜信 堀辺　泰彰 山根　ちづえ
加藤　浩二 白木　淳 中村　伊佐夫 本多　克行 王　昊
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○会員状況（平成28年８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

26,584� （26,504） （80） 222 186 （155） （31） 26,992

個人会員の皆さまへ

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（http://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■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（無料）
⑵IRミーティング・講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹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
⑺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


