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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▲

�CIIA（国際公認投資アナリスト）の試験運営の変更について
　CIIAの試験運営に関し、最近の受験者数の状況等を踏まえ、①2017年から従来の年２回の試験（３
月試験、９月試験）を年１回（３月試験）とする、②2018年から海外試験会場として当協会が設定して
いるニューヨーク、ロンドン会場は廃止する（海外の受験希望者は、2018年以降は、ACIIA加盟協会の
所在地の会場〈フランクフルト、パリ、香港等〉で受験する）こととします。
　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞国際公認投資アナリスト（CIIA）＞試験に備える・
申込みをご覧ください。

▲
�土曜スクーリング（「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ
初級講座」）の申し込みを受け付けています

　以下のスクーリングを開催します。証券アナリスト通信教育講座の受講者のみならず、知識の再整理・
再学習をお考えの検定会員の方にもお勧めします（両講座一括受講の割引があります）。
　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。奨励クレジット取得者には、割
引が適用されます。

「ポートフォリオ理論初級講座」 2017年１月14日（土）、21日（土）

「デリバティブ初級講座」 2017年１月28日（土）、２月４日（土）

　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。
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２．トピックス▲

�2016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９月に実施した証券アナリスト第１次レベル秋試験の受験者数は３科目延べ5,000名（昨年秋試

験4,651名）、合格者数は2,621名（同2,308名）、合格率は52.4％（同49.6％）でした。

　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（2016年９月まで）につ
いて

　2016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

441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単位全てに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計

で819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

全てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で215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、54名となっています。

　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。
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▲

�PB資格者による広告を日経朝刊に掲載、インタビュー内容を特設ラン
ディングページ（LP）に掲載します

　プライベートバンカー資格普及のため12

月上旬の日本経済新聞全国版に、PB資格者

４名による広告を掲載、あわせて４名のイ

ンタビュー記事を掲載した特設ランディン

グページ（LP）がスタートします。

　PB資格取得の動機や、資格を実際のビジ

ネスにどう活かしているかなど、資格者の

立場からの生の声を披露いただいておりま

す。右記QRコードからご覧ください（特設

LPは12月第２週から閲覧可能予定）。

▲

�福岡初開催！プライベートバンカー資格紹介セミナーを開催しました
　協会では、プライベートバンカー（PB）資格普及のため、10月24日（月）に参加無料の「これから

の富裕層・経営者向けビジネスとは」を福岡で開催しました（参加者50名）。

　協会からのPB資格の説明に続き、当協会のPB教育委員会委員長である株式会社グローバル・リンク・

アソシエイツ代表取締役、早稲田大学ビジネススクール客員教授の米田隆氏による講演「成功する富裕

層コミュニケーションのあり方」を行いました。参加者から熱心な質問があり、PBコンサルティングへ

の関心の高さが窺われました。

▲
�「地区交流会」活動状況について

○東海地区交流会（平成28年度第３回）

　・開催日、場所　：10月25日（火）愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

　・勉強会テーマ　：「これからの既存住宅流通＋リフォームパックの将来展望」

　・講　師　　　　：大森直樹氏

　　　　　　　　　　（サンヨーホームズ株式会社　中部支店　リニューアル流通部　部長）

　・参加者　　　　：12名

　　勉強会終了後に懇親会を開催

広告・ランディングページ用の撮影風景
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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「当面の投資環境と運用戦略」（９月28日開催）
　　講師：�藤戸則弘氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　参与・投資情報部長　シニア投資ストラ

テジスト）

　②「欧州統合の行方―英国のEU離脱選択でなにが変わるか―」（９月29日開催）
　　　講師：山崎加津子氏　CMA（大和総研　経済調査部　主席研究員）

　③�「アベノミクス再起動の鍵を握る賃金の行方―短期の「所得支援策」から長期の「生産性改革」へ―」
（10月６日開催）

　　講師：長内智氏　CMA（大和総研　エコノミック・インテリジェンス・チーム　シニアエコノミスト）

　④�「AI・IoTと融合し拡大するロボット産業―第４次産業革命・Society5.0の成長ドライバー―」
（10月17日開催）

　　講師：石原昇氏　CMA（筑波大学　国際産学連携本部　客員教授／つくば市政策アドバイザー）

　⑤「金融緩和終了に向かう世界経済の動向と今後―東アジアの目線で―」（10月18日開催）
　　講師：藻谷俊介氏（スフィンクス・インベストメント・リサーチ　代表取締役　エコノミスト）

　◆�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。

▲

�PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました
　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、PB関連セ

ミナーの動画コンテンツ、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�「民事信託・家族信託ニーズへの実務対応―税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検
討―」（2016年８月26日開催）

　　講師：後宏治氏（税理士・公認会計士　税理士法人UAP　パートナー）

　②�「米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆―銀行と証券会社が提供する富裕
層ビジネスの違い―」（2016年９月14日開催）

　　　講師：沼田優子氏　CMA（明治大学国際日本学部　特任准教授）

　◆�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有料で

視聴・ダウンロードできます（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

員と非会員の方は、それぞれ別料金です）。
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３．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
○セミナー企画委員会（12月１日）
　　　退　任　　寺　山　　　恵　　日興リサーチセンター　CMA

　　　就　任　　大　西　史　一　　日興リサーチセンター　CMA

○ディスクロージャー研究会
　・専門部会（11月７日）
　　（鉄鋼・非鉄金属）
　　　退　任　　原　田　一　裕　　SMBC日興証券
　　　就　任　　黒　坂　慶　樹　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券
　　（電気・精密機器）
　　　退　任　　西　野　慶　太　　東京海上アセットマネジメント　CMA

　　（自動車・同部品・タイヤ）
　　　退　任　　広　川　孝　一　　JPモルガン・アセット・マネジメント
　　　就　任　　根　来　裕　昭　　三井住友信託銀行　CMA

　　　（部会長代理は、広川氏に代わり野口正太郎氏が就任）
　　（電力・ガス）
　　　退　任　　又　吉　由　香　　モルガン・スタンレーMUFG証券
　　（商社）
　　　退　任　　五百旗頭　治郎　　大和証券　CMA

　　　就　任　　平　井　克　典　　東京海上アセットマネジメント　CMA

　　（個人投資家向け情報提供）
　　　退　任　　山　崎　徳　司　　大和証券　CMA

　　　就　任　　川　瀬　良　美　　大和証券　CMA
▲

�会員の異動
○新入会者（平成28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

饗庭　俊 大同生命保険株式会社
青木　義和
明石　真宜 全国情報サービス産業厚生年金基金
明瀬　政樹 SMBC日興証券株式会社
秋山　知重 野村信託銀行株式会社
浅古　哲也 株式会社伊予銀行
朝見　俊彦 株式会社山口フィナンシャルグループ
浅見　龍太郎
安達　啓輔 労働金庫連合会
足立　章一郎 株式会社みずほ銀行

安達　寛朗 株式会社千葉興業銀行
阿部　紘也 大同生命保険株式会社
新井　高志
飯村　重人
生田　良介 三井住友信託銀行株式会社
池上　秀 ピクテ投信投資顧問株式会社
池田　雄紀 日本証券金融株式会社
池田　有理
池野　直也 パナソニック株式会社
伊藤　一勝 明治安田生命保険相互会社
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伊藤　翔太 富国生命保険相互会社
稲葉　隆之 みずほ証券株式会社
井上　健 株式会社伊予銀行
今井　拓也
今村　五郎
岩崎　彰 岩井コスモ証券株式会社
岩崎　真一郎
岩城　尚也
岩原　央門 大同生命保険株式会社
植田　剛
上田　翔一 株式会社商工組合中央金庫
植田　亨 SMBC日興証券株式会社
上野　直樹 三井住友信託銀行株式会社
牛尾　健太郎 千代田化工建設株式会社
内海　勝彦 東京ガス株式会社
大江　雅弘
太田　宗佑
大谷　理 大谷公認会計士事務所
大津　悠人 朝日生命保険相互会社
大塚　昌幸 富国生命保険相互会社
大沼　生郎 株式会社商工組合中央金庫
大橋　優樹 三井住友信託銀行株式会社
岡崎　啓佑
岡田　和彦 SMBC日興証券株式会社
小笠原　昌子
小川　道彦 三菱商事株式会社
奥村　任 SMBC日興証券株式会社
小笹　裕之
小田　亜矢子
帯刀　和直 大和証券株式会社
角元　惠理歌 三井住友信託銀行株式会社
蔭山　義人
笠原　明香 野村アセットマネジメント株式会社
片山　貴晶 三菱UFJ信託銀行株式会社
加藤　正大 北海道信用農業協同組合連合会
加藤　大和 三井住友信託銀行株式会社
加藤　ミカ
門川　浩貴 株式会社宮崎銀行
金井　洋祐 三井住友信託銀行株式会社
金澤　拓也 三井住友信託銀行株式会社
金子　昌裕 大同生命保険株式会社
釜谷　光 株式会社みずほ銀行
河崎　麻里子
川島　岳 信金中央金庫
川本　貴之 株式会社三菱東京UFJ銀行
神田　真悠 Nomura�International�plc
岸　弘龍
木戸　大介 共立株式会社
國井　志朗
久保　守
蔵内　雄人
栗原　崇
栗原　宏幸 森・濱田松本法律事務所
黒井　俊宏
黒岩　大悟 新日本有限責任監査法人
黒土　晃

高　峻 マネックス証券株式会社
小島　大樹
小關　亮太 伊藤忠商事株式会社
小林　憲司 株式会社みずほ銀行
小林　剛之 三井住友信託銀行株式会社
小林　広明 株式会社かんぽ生命保険
呉　丹青 三菱UFJ信託銀行株式会社
後藤　洋一郎 高木証券株式会社
斎藤　真
齋藤　陽子 株式会社百五銀行
坂井　啓太 株式会社横浜銀行
酒井　翔大 みずほ証券株式会社
阪上　雄貴 野村アセットマネジメント株式会社
坂野　弘志朗 オリックス株式会社
坂元　友香
佐藤　健太 NECキャピタルソリューション株

式会社
佐藤　功一 NPO法人日本ファイナンシャル・

プランナーズ協会
佐藤　剛 豊田通商株式会社
佐藤　文宣 住友生命保険相互会社
篠原　靖 株式会社マイツ
芝沼　健太郎 株式会社あおぞら銀行
渋谷　知則 日本証券金融株式会社
下田　知樹
下田　泰弘
白井　孝征 株式会社八千代銀行
白川　正幸 城南信用金庫
白鳥　達也 住友電気工業株式会社
末光　太郎 オリックス株式会社
菅原　拓 岩井コスモ証券株式会社
杉本　太郎
杉本　佳春
杉山　雅洋 朝日生命保険相互会社
杉山　蘭房 楽天生命保険株式会社
鈴木　貴博 三井住友信託銀行株式会社
鈴木　基弘 株式会社みずほ銀行
瀬田　尚輝
曽　佳偉 PwCアドバイザリー合同会社
高階　雄一郎 株式会社千葉銀行
高橋　昌大 三井住友信託銀行株式会社
高橋　知裕 株式会社北國銀行
高畠　慎平 株式会社北陸銀行
高松　誠実 明治安田生命保険相互会社
高山　愛 第一生命保険株式会社
滝澤　容子 フォルクスワーゲンファイナンシャ

ルサービスジャパン株式会社
田口　智之 旭化成株式会社
竹内　裕士 国家公務員共済組合連合会
立野　健悟
田中　一郎 日本生命保険相互会社
田中　豪 クレディ・スイス証券株式会社
田平　啓介 廣田証券株式会社
玉木　学爾
千須和　正也
千葉　恭平 株式会社三菱東京UFJ銀行
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　　　法 人 会 員

　アイペット損害保険株式会社

塚本　亜希子 第一生命保険株式会社
土田　勇 マネックス証券株式会社
土橋　佑太 ADインベストメント・マネジメン

ト株式会社
筒井　博貴 株式会社みずほ銀行
寺井　健太郎
徳村　達也
殿倉　千賀 スタンダードアンドプアーズインタ

ーナショナルエルエルシー
殿村　ゆり
富澤　弘人
富田　典史朗 株式会社みずほ銀行
豊島　大地 野村證券株式会社
中島　弘敦 三井住友信託銀行株式会社
中村　友哉 野村證券株式会社
中元　康宏 三井住友信託銀行株式会社
仲本　康浩
長友　義幸 三菱UFJ信託銀行株式会社
永山　俊秀 住友林業株式会社
名取　隆一郎 大栄不動産株式会社
生井　宏育
納　博司 いちよし証券株式会社
西津　昂
西村　一裕 株式会社北國銀行
西村　崇博
西村　文貴 株式会社新生銀行
西山　達也
沼田　美咲
根岸　卓
野口　理恵
野中　敬祐 株式会社新生銀行
袴田　雄磨 日本証券金融株式会社
橋本　邦彦 みずほ信託銀行株式会社
長谷川　拓実 楽天証券株式会社
畠村　裕平 ソニー株式会社
濱崎　宏伸 SMBC日興証券株式会社
林　隆寛 SMBC日興証券株式会社
林　達郎 SMBC日興証券株式会社
林　正孝 永和信用金庫
林　竜 キリン株式会社
原　克幸 京セラ株式会社
深尾　忠宏 富国生命保険相互会社
福井　幸輝 株式会社日本政策投資銀行
福地　信哉 株式会社みずほ銀行
福室　匠
福元　健太
藤井　豊 SMBC日興証券株式会社
藤岡　通明 三菱商事・ユービーエス・リアルテ

ィ株式会社
藤澤　俊輔 有限責任あずさ監査法人
古川　真也

古屋　良隆
堀口　史郎 株式会社新生銀行
洪　恩東
本田　祐一郎 明治安田生命保険相互会社
前川　さやか
眞壁　英己
牧　綾子
松木　拓 株式会社八十二銀行
松原　昭彦 三菱UFJ信託銀行株式会社
見形　かおり Dow�Jones
水上　雄太 みずほ証券株式会社
水野　哲昭
溝渕　亮 株式会社広島銀行
緑川　俊 三井住友信託銀行株式会社
箕輪　悟史 オーストラリア・ニュージーランド

銀行
宮内　智志 株式会社みずほ銀行
宮本　祐季 大和証券投資信託委託株式会社
茂木　大明
望月　秀敏 SMBC日興証券株式会社
森　千枝子
森　健 東海東京証券株式会社
森清　聡啓
森田　高行 マスミューチュアル生命保険株式会社
森脇　祐治
矢野　敦弘 日本相互証券株式会社
山岸　延彦
山口　由武 株式会社佐賀銀行
山崎　智裕 プルデンシャル生命保険株式会社
山田　俊策 株式会社タマス
山田　知秀
山田　昌基 三井住友信託銀行株式会社
大和　直道 株式会社北越銀行
山中　健司 三井住友信託銀行株式会社
山中　優人 三井住友信託銀行株式会社
山本　誠貴 滋賀県信用農業協同組合連合会
山本　匡人 住友商事株式会社
山本　祐太 ガーディアン・アドバイザーズ株式

会社
山本　洋輔 株式会社北洋銀行
横田　竜男 株式会社りそな銀行
吉川　かおり 三菱UFJ信託銀行株式会社
吉田　昌弘
吉田　真浩 SMBC日興証券株式会社
吉田　充則
吉田　佳正 株式会社三井住友銀行
渡辺　哲章
渡邊　史人 EYトランザクション・アドバイザ

リー・サービス株式会社
和田　慶一郎 三井物産株式会社
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○退会・会員資格喪失（平成28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 今井　守 木内　伸享 佐藤　俊介 玉置　憲一

田丸　一男 中野　洋純 成塚　祐介 福井　健一
吉村　愼治 　 　

法人会員 みずほ投信投資顧問株式会社
新光投信株式会社

＜上記以外＞
検定会員 加藤　優 小林　裕　32617 麓　俊二 　

○会員状況（平成28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

26,825� （26,745） （80） 221 185 （155） （30） 27,231

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


