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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▲

�新代議員の決定について
　第２回選挙管理委員会が９月14日（金）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2020年９月までの２年間です（代議員名簿は前掲「公示」

参照）。

▲
�会員の資格喪失についての公示

　2016年度会費滞納会員に対し、定款第12条第１項第４号及び同条第２項に基づき、会長名で「会員

の資格喪失」を通知しました。

　資格喪失年月日：2018年８月21日

　資格喪失者　　：検定会員110名

　資格喪失理由　：�会員は、入会金又は会費の納入期限後２年以上、これの全額を納入しないときは、

その資格を喪失する（定款第12条第１項第４号）。

　なお、会費滞納に基づく会員資格喪失者については、本誌「会員の異動」に会員名を掲載公示しました。
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２．トピックス▲

�第19回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナーを開催しました
　第19回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナー「資本市場とコーポレートガバナンス：コーポレ
ートガバナンスコードの改訂を踏まえて」を９月11日に日経茅場町カンファレンスルームで開催しまし

た（参加者70名）。①ソーシャルキャピタルとCEOの選任、コーポレートガバナンス（講師：鈴木健嗣氏）、

②「待ったなし」の経営改革にどう関わるか（講師：三瓶裕喜氏）をお話しいただきました。

▲

�雑誌「Ma-Do」Vol.51号に、前原専務理事のインタビューが掲載さ
れました

　金融情報誌「Ma-Do」Vol.51号の巻頭連載ページ「Ma-Do�Viewpoint」に、当協会の前原専務理事

のインタビューが掲載されました。日本経済の資金循環という重要な役割を担う金融プロフェッショナ

ルに向けた提言です。

記事はこちらからご覧いただけます。
▲

�シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2018年春）の結果
について

　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、

2018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、

鈴木健嗣氏 三瓶裕喜氏
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合格者を決定しました。

　シニアPB筆記試験（2018年春）の受験者44名のうち合格者は12名、合格率は27.3％となり、合格者

12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96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12回PBセミナー「新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資
産運用」を開催しました

　プライベートバンカーとして必要な一連のスキルを、

グループディスカッションとロールプレイング方式によ

り２日間で学べるPBセミナー（PB）を、９月８日（土）、

９日（日）の週末２日間にわたり開催しました（参加者

19名）。

　今年は高級食材を扱う地方スーパーを営む経営者のケ

ースを題材に、アドバイザー選定のコンペに４チームが

臨むという設定のもと、当該ケース題材を作成したPB教育委員会委員でキャピタル・アセット・プラン

ニング代表取締役の北山雅一氏指導のもと提案内容を協議。PB教育委員会委員長であるグローバル・リ

ンク・アソシエイツ代表取締役の米田隆氏扮するオーナーに向けて、プレゼンを競いました。

▲

�第５回シニアPBサロンを開催しました
　９月14日（金）にシニアPBサロンを開催しました（シニアPB資格者29名参加）。

　クリプトメリア・ウェルス・マネジメント代表取締役社長の杉山智一氏による「海外でのPB経験を活

かしたファミリーオフィスについて―海外からみた日本のPBビジネスの課題―」の後、講師、協会関係

者も加わって立食懇談を行いました。
▲

�「地区交流会」活動状況について
○九州地区交流会（2018年度第２回）

・開催日、場所　：８月31日（金）

　　　　　　　　　電気ビル共創舘

・勉強会テーマ　：「九州を元気に！」

・講　師　　　　：青柳俊彦氏

　　　　　　　　　（九州旅客鉄道　代表取締役社長）

・参加者　　　　：29名

　勉強会終了後に懇親会を開催
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▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①「本来のESG投資のあり方」（７月24日大阪、同日サテライト東京開催）
　　講師：川北英隆氏　CMA（京都大学名誉教授・経営管理研究部客員教授）

　②「2019年に向けた株式市場見通しと日本企業の経営課題」（８月２日開催）
　　�講師：菊地正俊氏　CMA（みずほ証券　エクイティ調査部　パン・アジアチーフ株式ストラテジス

ト）

　③�「意思決定のバイアス―行動経済学が示す非合理的な投資行動―」（８月６日開催）
　　講師：竹内幹氏（一橋大学大学院経済学研究科　准教授）

　④�「J-REIT市場の現状と見通し」（８月８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）

　⑤�「戦略修正がなければ危険な日銀超金融緩和策」（８月16日開催）
　　講師：加藤出氏（東短リサーチ　代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト）

　⑥�「投資家が上場会社の不祥事対応の「実力」を見極めるためのチェックポイント」（８月20日開催）
　　講師：竹内朗氏（第三者委員会報告書格付け委員会事務局長　プロアクト法律事務所　弁護士）

　⑦�「不動産市場の動向と今後の見通し―価格高値圏で膠着する不動産市場―」（８月22日開催）
　　講師：坂本雅昭氏（三井住友トラスト基礎研究所　投資調査第２部長 兼 主席研究員）

◆�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、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
＜PBスクール＞

「最近の相続・事業承継支援のポイント―資産税に係る平成30年度税制改正の実態と課題―」（2018年
７月７日開催）

�セッション１「平成30年度相続税の主な改正と最新事情―小規模宅地等・一般社団法人等に関する着
眼点へ―」
　講師：山崎信義氏（税理士法人タクトコンサルティング　情報企画室室長・税理士）

セッション２「新事業承継税制の概要とポイント整理―創設された新制度の実態と課題―」
セッション３「最近の相談事例にみる対策の留意点―税理士の眼からみた金融機関による提案事例―」
　講師：玉越賢治氏（税理士法人タクトコンサルティング　代表社員・税理士）

＜PB補完セミナー＞

「顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用―財産管理・承継、事業承継における活用方法―」（2018年
７月19日開催）

　講師：成瀬智沙子氏（みずほ信託銀行　信託フロンティア開発部　参事役）
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◆�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＞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（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（８月15日）
　　　退　任　　赤　平　紀　明　　野村アセットマネジメント

　　　就　任　　五十嵐　正　浩　　野村アセットマネジメント　CMA

　○ディスクロージャー研究会（８月31日）
　・専門部会

　（医薬品）

　　　退　任　　久保山　浩　之　　アセットマネジメントOne　CMA

　（エネルギー）

　　　退　任　　塩　田　英　俊　　サークルクロスコーポレーション　CMA

▲

�会員の異動
○新入会者（2018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

相田　圭輝 いちよし証券株式会社
青沼　万紀子
秋元　正樹
秋山　文人
浅田　太洋
阿部　大輔 野村證券株式会社
安倍　寛子 富国生命保険相互会社
阿部　友樹 年金積立金管理運用独立行政法人
新井　邦宗 株式会社野村総合研究所
安藤　翔太 みずほ証券株式会社
安藤　友 大和証券株式会社
飯岡　靖武 東京海上キャピタル株式会社
五十嵐　紀子
池永　晋将
伊佐　浩明
石井　厚 SMBC日興証券株式会社
石井　雅浩 三井住友信託銀行株式会社
石川　太一 株式会社三菱UFJ 銀行
石川　拓弥 SMBC日興証券株式会社
石田　淳 大阪府信用農業協同組合連合会
石飛　謙 株式会社野村総合研究所
石畑　英幸 株式会社三菱UFJ 銀行
泉谷　信吾 三菱UFJ 信託銀行株式会社
磯野　直紀 野村證券株式会社

板野　端彦
市場　由展 島根県農業協同組合
一柳　龍太郎 野村證券株式会社
伊藤　卓也 SMBC日興証券株式会社
稲垣　豪法 大和証券株式会社
井波　昂大 みずほ証券株式会社
井上　拓 株式会社三菱UFJ 銀行
井上　尚
猪又　智幸 大和証券株式会社
今村　宗 株式会社三井住友銀行
井本　朝子
入木　幸一郎
岩上　敏秀
烏　日勒格 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
上田　仁智
上田　晃裕 大和証券株式会社
上野　孝文
内山　将秀 デロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社
梅硲　隆 みずほ証券株式会社
梅津　恭助 ヘルスケアアセットマネジメント株

式会社
梅津　司 日本生命保険相互会社
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江川　隆太 有限責任あずさ監査法人
榎谷　彰夫 日本郵政株式会社
榎本　智己 BNYメロン・アセット・マネジメ

ント・ジャパン株式会社
江本　高志
遠藤　進一 株式会社日本格付研究所
遠藤　範夫 メットライフ生命保険株式会社
大岩　友英 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
大上　裕
大久保　貴晴 SMBC日興証券株式会社
大久保　秀規
太田　諒 東京海上アセットマネジメント株式会社
大西　康平 株式会社日本経済新聞社
大西　諒 みずほ証券株式会社
大野　紘也 株式会社ＴＭＡＣ
大橋　浩子 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
大畑　和之 第一生命保険株式会社
大道　裕之
岡芹　弘幸 SMBC日興証券株式会社
沖津　貴寿
奥園　広基 有限責任監査法人トーマツ
奥田　裕司
奥山　貴寛 T&Dアセットマネジメント株式会社
尾崎　美佳 大和証券投資信託委託株式会社
織田　亜希
尾田　弘行
小田倉　希世美 T&Dアセットマネジメント株式会社
小沼　平 第一生命保険株式会社
小原　聡平 大和証券株式会社
甲斐　俊一郎 メットライフ生命保険株式会社
各務　知行 株式会社ゆうちょ銀行
加賀　英資 株式会社三井住友銀行
加賀　路子 みずほ証券株式会社
垣口　裕則 関西電力株式会社
筧　進
景山　龍 みずほ証券株式会社
笠井　一樹 野村證券株式会社
笠島　優希 みずほ証券株式会社
笠原　大輔 日立化成株式会社
加治　勝張 野村證券株式会社
梶間　一彰 みずほ信託銀行株式会社
片桐　可那江 大和証券投資信託委託株式会社
片田　達也 みずほ証券株式会社
片山　あゆみ 大和証券投資信託委託株式会社
加藤　翼 PwCアドバイザリー合同会社
門脇　大知
金井　弘樹 大和証券株式会社
金丸　泰希 三菱UFJ 信託銀行株式会社
金親　伸明 大和証券株式会社
金子　洋二 野村證券株式会社
鎌田　皓介 三菱UFJ 国際投信株式会社
神下　友世 アリアンツ・グローバル・インベス

ターズ・ジャパン株式会社

上本　泰寛 大和証券株式会社
神谷　佳秀 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
神山　博史 大和証券株式会社
亀垣　浩
川合　直樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
川崎　仁美 今村証券株式会社
川崎　誉弘 BNYメロンアセットマネジメント
河田　昂大 日本たばこ産業株式会社
河野　裕貴 三菱UFJ 信託銀行株式会社
川村　啓和 三菱UFJ 信託銀行株式会社
貴志　優紀
北村　亮介 岡三証券株式会社
木野　優 SMBC日興証券株式会社
木下　寛史 株式会社かんぽ生命保険
木村　勇次 株式会社新生銀行
許　嘉峰 日本生命保険相互会社
清田　涼輔 東海東京証券株式会社
葛岡　洋平 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
工藤　正志 三井生命保険株式会社
国仲　邦浩 株式会社みずほ銀行
熊澤　良太 NECキャピタルソリューション株

式会社
栗林　豊 株式会社野村総合研究所
桑原　繁之 野村證券株式会社
高　信 三菱UFJ 信託銀行株式会社
河野　礼央 みずほフィナンシャルグループ
小浦　みなみ 大和証券株式会社
小暮　遼 三井物産株式会社
小鹿　昴 SMBC日興証券株式会社
小島　新吾
小島　裕司 岡三証券株式会社
小橋　弘毅 SMBC日興証券株式会社
小林　賢司 関西アーバン銀行
小林　孝顕 大和証券株式会社
湖山　栄 株式会社みずほフィナンシャルグループ
根田　峻平 株式会社トライアルホールディングス
近藤　昭啓
近藤　大貴 三菱UFJ 信託銀行株式会社
斉田　晋哉 大和証券株式会社
齊藤　早苗 大和証券株式会社
齊藤　貴行 大和証券株式会社
斉藤　卓美
齊藤　義樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
佐伯　芳実 株式会社みずほフィナンシャルグループ
境　一樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
坂本　浩明
坂本　亮 富国生命保険相互会社
佐藤　恵太 株式会社みずほ銀行
佐藤　千寿
佐藤　悠歩 三菱UFJ 信託銀行株式会社
佐野　滉介
澤頭　寛 アセットマネジメントOne 株式会社
澤田　隆弘 みずほ証券株式会社
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品田　朋子 大和証券株式会社
篠崎　智明 株式会社足利銀行
信田　紗希 三菱UFJ 国際投信株式会社
柴田　裕央 株式会社みずほ銀行
嶋瀬　佑貴 上田八木短資株式会社
嶋津　正芳 明治安田生命保険相互会社
島村　亮太郎 SMBC日興証券株式会社
清水　りな
東海林　あさみ
白井　浩一郎 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
白瀬　裕己 三菱UFJ 信託銀行株式会社
CHUN　SO�
YOUNG

PGIMジャパン株式会社

菅澤　良太 廣田証券株式会社
菅原　なつき 損保ジャパン日本興亜アセットマネ

ジメント株式会社
杉岡　達也 みずほ証券株式会社
杉田　裕介
杉原　弘一 大和証券株式会社
鈴木　弦騎
鈴木　剛 株式会社フィナンシャルドゥ
鈴木　敏光 株式会社ドンキホーテホールディングス
鈴木　紀江 大和証券株式会社
須田　和宏 三菱UFJ 信託銀行株式会社
須藤　裕樹 三菱UFJ モルガンスタンレー証券

株式会社
須原　浩三 メットライフ生命保険株式会社
須磨　勇介 三菱UFJ 信託銀行株式会社
関口　順 有限責任あずさ監査法人
瀬戸屋　聡 マニュライフ・アセットマネジメント

株式会社
妹尾　康平
瀬山　太郎 みずほ証券株式会社
宗　邦生 株式会社新生銀行
園田　明子 岡三証券株式会社
高桑　良尚 株式会社りそな銀行
鷹取　友理 野村證券株式会社
高野　唯人 あかつき証券株式会社
高橋　茜 大和証券株式会社
高橋　渉 株式会社みずほ銀行
高橋　大地 クレディ・スイス証券株式会社
高橋　拡光 東海旅客鉄道株式会社
高橋　雅生 みずほ証券株式会社
高橋　未来 三井住友アセットマネジメント株式会社
高橋　佑輔 いちよし証券株式会社
高松　佑太 みずほ証券株式会社
高柳　丈明
田口　智也 岡三証券株式会社
竹内　健二 SMBC日興証券株式会社
武田　慎也 大和証券株式会社
武部　紗季
竹山　真太郎
田島　洋平 株式会社きらぼし銀行

田中　寿一 シュローダー・インベストメント・
マネジメント株式会社

田中　拓 株式会社みずほフィナンシャルグループ
田中　靖大 株式会社百五銀行
田中　良輔 株式会社カプコン
谷口　義明 大和証券株式会社
種本　周二
知念　優樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
千葉　健太 株式会社仙台銀行
長木　智範 株式会社みずほ銀行
塚越　隆一
津田　稔朗
津田　遼太 大和証券株式会社
筒井　拓 株式会社大垣共立銀行
堤　利史 テクマトリックス株式会社
津森　邦子 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
鶴田　直隆 三菱UFJ 信託銀行株式会社
手島　直樹 SMBC日興証券株式会社
寺本　侑記
外岡　克朗 ユーラーヘルメス信用保険会社
冨澤　篤史
外山　潤一
豊田　奈香 大和証券株式会社
内藤　大貴 農林中央金庫
中川　健太
中川　葉子 株式会社大和総研
中川　善倫 大和証券株式会社
中桐　成美 野村證券株式会社
中島　麻子 T&Dアセットマネジメント株式会社
中島　峻 SMBC日興証券株式会社
中嶋　将良 J-STAR株式会社
中城　諒 三菱UFJ 信託銀行株式会社
中西　啓 大和証券株式会社
中村　清香 SMBC日興証券株式会社
中村　将志 野村證券株式会社
中邨　光康 廣田証券株式会社
中村　由美輝
永澤　俊輔 有限責任あずさ監査法人
長洲　雄大 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
長野　士郎 株式会社野村総合研究所
長屋　善智 みずほ信託銀行株式会社
永安　佑己 株式会社日本政策投資銀行
成松　真太郎 三菱UFJ モルガン・スタンレー PB

証券株式会社
新美　淳一
新美　佑
西井　悠一 みずほ信託銀行株式会社
西村　和哉 大和証券株式会社
西村　成央 スカイオーシャン・アセットマネジ

メント
西山　一寛
西山　孝一 マニュライフ生命保険株式会社
野中　悠 大和証券投資信託委託株式会社
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登　貴紀
野村　薫
橋本　崇紘 GMOフィナンシャルホールディン

グス株式会社
橋本　拓章 株式会社格付投資情報センター
長谷川　健人 三菱UFJ 信託銀行株式会社
長谷川　雄紀 大和証券株式会社
葉梨　岳人 三菱UFJ 信託銀行株式会社
浜口　恭平 株式会社太平エンジニアリング
濱田　啓一 東京海上アセットマネジメント株式会社
原井　義昭 株式会社コロプラ
原田　俊介 岡三にいがた証券株式会社
原田　秀行 SMBC日興証券株式会社
ハーゲスハイマー　
ユウキアレックサンダ

モルガン・スタンレー・グループ株
式会社

馬場　智大 株式会社三井住友銀行
日高　謙介 朝日生命保険相互会社
兵藤　広太 株式会社みずほフィナンシャルグループ
平川　博隆 日立投資顧問株式会社
平澤　ゆきの
平沼　英市
平野　剛久 共和証券株式会社
深澤　幸太 大和証券株式会社
深津　裕嗣 第一生命保険株式会社
福岡　隆敏 大和証券株式会社
福島　崇 野村證券株式会社
福田　圭祐 株式会社三菱UFJ 銀行
福田　剛 みずほ証券株式会社
藤井　祥平
藤居　祐樹
藤根　良平 株式会社システムトラスト研究所
藤原　達彦 シグマ株式会社
古澤　悠一
古屋　総一 株式会社ジャフコ
別所　裕子 株式会社QUICK
細川　駿 みずほ証券株式会社
堀田　道成
堀　尭大
堀口　順平 大和証券投資信託委託株式会社
本田　元
前中　間幾 株式会社中国銀行
前原　隆雄
牧瀬　卓真 株式会社三菱UFJ 銀行
馬篭　隆太郎 株式会社足利銀行
正岡　諭 株式会社日本取引所グループ
桝井　康弘 公認会計士桝井康弘事務所
益子　隆 PGIMジャパン株式会社
間瀬　洋平
松浦　昭 株式会社三井住友銀行
松浦　喜久恵 大和証券投資信託委託株式会社
松枝　篤 三菱商事株式会社
松岡　和彦 株式会社三菱UFJ 銀行
松沢　篤史 マスミューチュアル生命保険株式会社
松島　光太 三菱商事アセットマネジメント株式会社
松田　智彦 オムロン株式会社

松本　学 みずほ信託銀行株式会社
三木　保弘 株式会社京都銀行
水野　加奈子 みずほ証券株式会社
御園　理紗
溝口　亜希子 みずほ信託銀行株式会社
三谷　文彦 みずほ信託銀行株式会社
満田　誉 日本電気株式会社
南　慶吾 大和住銀投信投資顧問株式会社
美野　孝至 伊藤忠商事株式会社
三村　哲治 株式会社コロプラ
宮川　陽輔 大阪府信用農業協同組合連合会
宮田　俊 森・濱田松本法律事務所
宮永　史彦
三好　裕子 株式会社西京銀行
陸田　諭史
村尾　直哉 株式会社リソー教育
村上　隆 三協国際特許事務所
村上　弘樹 岡三証券株式会社
村川　悠希
村木　雄一 三菱UFJ 国際投信株式会社
村松　裕美
望月　太紀 SMBC日興証券株式会社
望月　将也
森田　智 朝日生命保険相互会社
門間　勇人 アライアンス・バーンスタイン株式会社
安田　毅史 株式会社東京商品取引所
柳瀬　壮志 野村證券株式会社
山内　雄人 T&Dアセットマネジメント株式会社
山方　大輝 SMBC日興証券株式会社
山口　太一 東急不動産リート・マネジメント株

式会社
山崎　玲一 帯広信用金庫
山下　慶子 大和証券株式会社
山下　正雄 香川県信用農業協同組合連合会
山下　真弘 株式会社三井住友銀行
山田　健太郎 SMBC日興証券株式会社
山田　史郎
山田　真也 みずほ証券株式会社
山田　洋祐 株式会社三菱UFJ 銀行
大和　大祐 株式会社リクルート住まいカンパニー
山本　健太 アセットマネジメントOne株式会社
山本　慎一
山本　淳也 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
山寄　真佐子 みずほ証券株式会社
幸　康太
横山　大河
横山　智美 大和証券投資信託委託株式会社
吉門　寛也 大和証券株式会社
吉川　弘通 株式会社滋賀銀行
吉田　健志 三井不動産投資顧問株式会社
吉田　寿久 株式会社大和総研
吉田　知紘 MU投資顧問株式会社
吉田　隆汰 岡三証券株式会社
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○退会・会員資格喪失（2018年８月中、五十音順）
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 新井　和宏 小出水　俊広 津森　信良 武藤　裕介

岡田　洋一 高畠　泰之 松森　靖子 山田　清
木元　将人 竹田　悠希

＜上記以外＞
検定会員 池田　正雄 神田　康司 戸井田　博 平田　雄悟

伊藤　尚洋 清川　亮 外岡　雅之 松崎　均
伊吹　淳平 佐藤　智晴 冨園　慎一郎 三間　明
宇都木　正彦 白須　敬二 羽原　利尚 吉羽　昌人
海老瀬　有希 田中　保成 原口　直道

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 水ノ上　利幸 山家谷　昌弘

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

吉野　一慶 みずほ第一フィナンシャルテクノロ
ジー株式会社

芳野　亮太 野村證券株式会社
米今　勇輝 大和証券投資信託委託株式会社

脇本　健児
涌本　博章 ラッセル・インベストメント株式会社
渡邉　智子 大和証券株式会社
渡邊　布味子

浅野　正和 岡村　公司 合田　幸恵 曽我　英之 藤澤　俊哉
浅見　治人 沖島　麻依 後藤　俊孝 宋　基央 藤武　秀直
東　栄造 奥村　啓一 権藤　和哉 高屋　仁寛 伯耆　正晃
新居　晴彦 小野　一也 佐伯　茂信 竹内　克弥 甫木　仁
飯塚　淳 甲斐　進一郎 境田　邦夫 竹内　浩哉 堀澤　浩二
池澤　友一 片地　格人 坂田　和也 竹村　健二 本多　真
伊沢　径生 片山　栄一 坂本　達夫 谷口　健太郎 前田　弘樹
石黒　直登 門池　佑之 櫻井　亮 刀禰　真之介 間下　英俊
石原　至 河野　眞一 桜田　順司 中井　祐司 三木　智司
市川　正弘 川原　直樹 迫　尚宏 中山　敬介 望月　晃
市川　佳子 木内　満 佐竹　良信 名倉　亥佐央 本西　勝則
一瀬　英隆 菊地　亮太 佐藤　直生 二ノ丸　信吾 百瀬　卓平
井上　峰人 北川　慎一郎 佐野　敏之 橋村　浩樹 森口　勝司
今井　久雄 木下　隆明 宍戸　謙介 長谷川　育宏 矢ケ崎　真由美
梅村　昭仁 粂井　久輝 篠木　輝彦 林　伸治 山本　一郎
榎田　昌敬 黒田　恒 柴田　一郎 原田　稔也 山本　威司
大澤　晶子 小池　浩充 島　孝弘 春山　政 山本　昇
大田　郁実 小池　道隆 嶋崎　利光 平野　真 吉井　剛
大谷　長靖 小亀　俊太郎 清水　健 廣瀬　二郎 吉山　辰暢
大野　仁嗣 小坂　博志 白木　成尚 福嶋　真弓 渡邊　奈月
岡崎　健 小林　敬兒 杉崎　翔大 福島　渉 渡邉　良一
岡田　優 小柳　芳文 関根　孝夫 福永　滋
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○会員状況（2018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

27,206 (27,125) (81) 213 164 (135) (29) 27,583
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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（https://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）
⑵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


