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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．トピックス▲ �

アジア証券・投資アナリスト連合会（ASIF）年次総会、FINSIAサミ
ットがメルボルンで開催されました

　ASIF年次総会が９月２日（月）にオーストラリアのメルボルンで開催されました。オーストラリア、台湾、

香港、日本、タイ、ベトナムの代表者が出席し、e-ニュースレターやウェビナーの提供、ウェブサイト改善、

ASIFフォーラムの継続開催等について検討したほか、オーストラリア協会（FINSIA）のChartered Banker

資格プログラム提供開始など各協会の活動状況について情報交換が行われました。今次総会で、４名の理

事会メンバーが選出され、その中からASIF会長及び副会長（任期2019年９月から2021年年次総会まで）

に前原康宏当協会専務理事、Chris Whitehead氏（オーストラリア協会CEO）がそれぞれ互選されました。

　また、翌日の９月３日（火）にFINSIAサミット「顧客の時代（The Age of the Customer）」がメル

ボルンで開催され、約100名が参加しました。テクノロジーの急速な進展と顧客中心時代の顧客志向・

行動様式の変化にいかに対応すべきかについて、「BANK 4.0 未来の銀行」著者Brett King氏による基

調講演をはじめ、複数のパネルディスカッションがありました。動画がFINSIAウェブサイトに掲載さ

れる予定です。
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２．委員・会員の異動

協会だより1

ASIF会議 ASIFメンバー



92� 証券アナリストジャーナル　2019.10

協会からのご案内

▲ �

シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2019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、2019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（2019年春）の受験者49名のうち合格者は17名、合格率は34.7％となり、合格者

17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124名となりま

した。

　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。

▲ �

「地区交流会」の活動状況について
○東海地区交流会（2019年度第２回）

・開催日、場所　：９月11日（水）愛知県産業労働センター

・勉強会テーマ　： 「多様化する事業承継と中小企業経営の課題」

・講　師　　　　：神谷宜泰氏

　　　　　　　　　中小企業診断士、名古屋市立大学大学院

　　　　　　　　　経済学研究科研究員、博士（経済学）

・参加者　　　　：19名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「J-REIT市場の現状と見通し」（８月１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）

②「外国人投資家の日本株の見方・アクティビストとの付き合い方」（８月５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「５Gの最新状況と新たなビジネスモデル、社会モデル動向」（８月14日開催）

　講師： 桑津浩太郎氏（野村総合研究所　研究理事　未来創発センター長、コンサルティング事業本

部　副本部長）

④「当面の投資環境と運用戦略」（８月21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　チーフ投資ストラテジスト）

◆ 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。
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▲ �

第19回夏期SAAJ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

　第19回夏期SAAJセミナー「グローバルな金融環境の変化と債券投資戦略」（７月３日開催）

　セッション１「異次元緩和はこれからどうなる―グローバルな視点も踏まえて―」
　講師：門間一夫氏（みずほ総合研究所　エグゼクティブ・エコノミスト）

　 セッション２「グローバルな金融環境の変化と債券投資戦略―ボラティリティと低位安定の狭間に何
を見るか―」

　講師： 徳島勝幸氏　CMA（ニッセイ基礎研究所　金融研究部　研究理事　年金研究部長 兼 年金総合

リサーチセンター長）

　セッション３「債券運用におけるESG分析と投資戦略」
　講師： ジェイソン・モーティマー氏（野村アセットマネジメント　運用部債券グループ　シニア・ポ

ートフォリオ・マネージャー）

▲ �

大学生向け就活ワークショップを開催しました
　CMAプロモーション活動の一環として、就活を控えた大学生向けに㈱マイナビとのコラボイベント「就

活お役立ちワークショップ！理想のキャリアを手に入れるには？」を、９月４日（水）に開催しました（参

加者41名）。有坂享紀氏（合同会社ウィングCEO）によるワークショップに続き、山城紀之氏 CMA（株

式会社カプコン）からは、ゲーム業界の状況や就活にあたってのアドバイス、自身の経験を踏まえた

CMAの活用方法を披露いただきました。なお、イベントの模様は、下記からご覧いただけます。

グループワークの様子 山城氏の講演

ワークショップ
の模様はこちら
から→

２．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動
　○ディスクロージャー研究会（８月19日）

　・専門部会

　　（個人投資家向け情報提供）　

　　　退　　任　　須　藤　裕　樹　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　　　就　　任　　二　宮　雅　之　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券
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▲

�会員の異動
○新入会者（2019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

會田　一輝 明治安田生命保険相互会社
相原　佳奈子 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
青木　一央 三菱アセット・ブレインズ株式会社
青木　祐成 野村證券株式会社
青柳　陽介 株式会社みずほ銀行
秋山　貴徳
秋山　将人 大和証券株式会社
朝香　祐介 全国信用協同組合連合会
浅野　玲子
東　千暁 丸紅アセットマネジメント株式会社
足立　亨
阿部　武 マニュライフ生命保険株式会社
天沼　順 東洋証券株式会社
網谷　欣彦 SMBC 日興証券株式会社
新井　健司
新井　直樹 東海東京証券株式会社
新井　隼人 野村證券株式会社
在間　将伍 株式会社みずほ銀行
有賀　優 Mita Securities Global Consulting
安東　大哲 丸三証券株式会社
飯塚　翔
五十嵐　亮 岡三にいがた証券株式会社
生垣　晴義 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
池田　恒利 NTT コミュニケーションズ
池町　明俊
石川　聡史 株式会社みずほフィナンシャルグループ
石黒　英之 大和証券株式会社
石田　良成
石本　渉 野村證券株式会社
礒貝　周平 株式会社日本取引所グループ
板垣　誠輝 三菱商事フィナンシャルサービス株

式会社
市川　智基 八十二証券株式会社
市村　信英
井手　雄紀 SMBC 日興証券株式会社
伊藤　孝弘
稲垣　公二郎 アフラック生命保険株式会社
犬伏　香織
稲生　春来 株式会社千葉銀行
井上　慶一 岡三アセットマネジメント株式会社
井上　幹雄 野村證券株式会社
猪股　彩香
今村　淳 大和証券株式会社
岩井　真子
岩上　冬樹 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
岩瀬　弘毅
岩瀬　弥沙子 大和証券株式会社
岩間　幸子 大和証券株式会社

岩間　雅博
上野　昂 株式会社日本取引所グループ
上野　文之 株式会社ベネッセホールディングス
歌田　崇宏 日本生命保険相互会社
内田　貴之 大和証券株式会社
鵜殿　亮
梅本　健太
榎本　邦明 株式会社三菱 UFJ 銀行
榎本　寛昭 野村證券株式会社
ENKHBAATAR 
BOLOR

ジェフリーズ証券会社　東京支店

追野　将弘 東京海上アセットマネジメント株式会社
大澤　和夫 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
大島　拓也 住商メタルワン鋼管株式会社
太田　洋 株式会社三井住友銀行
大瀧　晃栄
大竹　大 株式会社アイフィスジャパン
大野　薫生 日本郵船株式会社
大部　祐子 株式会社日立ハイテクノロジーズ
大湊　華央 三菱 UFJ 国際投信株式会社
岡野　裕樹 日本郵便株式会社
岡部　倫和 SMBC 日興証券株式会社
沖本　恭章 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
奥谷　卓也 大和証券株式会社
奥田　康仁 大和証券株式会社
小口　智英 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
尾崎　精司 岡三アセットマネジメント株式会社
落合　経夫
甲斐　弘志 厚生労働省
影山　佳孝 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
葛西　皇児 アフラック生命保険株式会社
片石　謙貴 株式会社ゆうちょ銀行
片岡　翔 楽天株式会社
金子　早紀 大和証券株式会社
金子　智衣
上村　麻里 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
亀田　好朗 株式会社りそな銀行
川合　晃代 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
河合　まみ子 バンガード・インベストメンツ・ジャ

パン株式会社
川内　慶太郎 SMBC 日興証券株式会社
川口　大貴 第一生命保険株式会社
川名　翼 ニッセイアセットマネジメント株式会社
河邊　健司 財務省
河村　有紗
神田　悠太 全国共済農業協同組合連合会
北野　昌志 タワーズワトソン株式会社
北原　秀隆 大和証券株式会社
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木下　迪世
木村　正弥 日本生命保険相互会社
木村　行善 長野県信用農業協同組合連合会
木村　亮一 SMBC 日興証券株式会社
清野　裕 株式会社海外交通・都市開発事業支

援機構
草場　俊
工藤　弦 大和証券株式会社
國竹　修平 三井物産クレジットコンサルティング

株式会社
久保　祐生
久保田　健悟 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
久保田　悠輔 EY 新日本有限責任監査法人
小泉　辰也 みずほ信託銀行株式会社
小泉　哲哉 株式会社　日本貿易保険
高　文河 内藤証券株式会社
國分　秀 野村證券株式会社
小窪　健司
小嵜　梨沙 大和証券株式会社
小島　幸高 三井物産株式会社
児玉　直大 野村證券株式会社
小橋　慶介 京都中央信用金庫
小林　祐貴 三菱 UFJ 国際投信株式会社
小森　莉名 ベイビュー・アセット・マネジメント

株式会社
紺野　雅之 株式会社クエスト
呉　金鵬 株式会社野村総合研究所
後藤　高彰 三菱 UFJ 国際投信株式会社
後藤　優介 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
斉藤　真 さわかみ投信株式会社
齋藤　裕介 株式会社大和証券グループ本社
齋藤　佑介
齋藤　良真 三菱 UFJ 国際投信株式会社
佐伯　春奈 株式会社日本格付研究所
酒井　克臣 野村證券株式会社
酒井　信広 SBI アセットマネジメント株式会社
阪口　尚
坂梨　達也 株式会社西日本シティ銀行
坂本　久佳 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
佐々木　智裕 三井物産株式会社
佐々木　悠太 株式会社三菱 UFJ 銀行
佐藤　亮 東京都庁
佐藤　奨 SMBC 日興証券株式会社
佐藤　智眞 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
佐藤　明生 地方公務員共済組合連合会
佐藤　優美枝 芙蓉総合リース株式会社
佐野　圭亮 芙蓉総合リース株式会社
佐野　太亮 朝日ライフアセットマネジメント株式

会社
佐橋　雄介 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
志野　敬久 株式会社野村総合研究所

柴田　和季
柴田　康司 みずほ信託銀行株式会社
澁江　敦史 株式会社リサ・パートナーズ
志摩　宏次郎 株式会社みずほフィナンシャルグループ
島本　隆司
清水　崇秀 株式会社 a2media
清水　はるか 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
清水　仁志
清水　恒利 野村證券株式会社
標　陽平 三菱アセット・ブレインズ株式会社
下西ノ園　隆史 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
新川　薫 日本コープ共済生活協同組合連合会
菅原　寛仁 大和証券株式会社
杉田　貴浩
杉田　知英 ヒューリック株式会社
杉谷　幹人 朝日ライフアセットマネジメント株式

会社
杉山　明寛 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
須甲　恵利奈 三菱 UFJ 国際投信株式会社
鈴木　清明 野村證券株式会社
鈴木　脩平 株式会社ジャパンネット銀行
鈴木　仁也 SMBC 日興証券株式会社
鈴木　敬宏
住田　正幾
関口　令旨 株式会社三井住友銀行
瀬戸口　雄紀 アフラック生命保険株式会社
瀬沼　直之 ニッセイアセットマネジメント株式会社
芹澤　誠也
高居　優裕 株式会社紀陽銀行
高崎　将宗
高田　博之 日置電機株式会社
高野　利洋 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
高野　展寿 株式会社野村総合研究所
高橋　秀一朗 SMBC 日興証券株式会社
高橋　淳一
高橋　徹 読売新聞東京本社
高橋　祐一郎 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
高原　広樹 株式会社上田トラディション証券
高比良　正幸
高松　尚行 SMBC 日興証券株式会社
高宮　康平
高村　浩貴 LINE 株式会社
瀧川　悠揚 株式会社日本取引所グループ
滝花　純也
武居　林国 マネックス証券株式会社
武田　敦 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
竹中　啓晃
竹谷　悠平 株式会社野村総合研究所
田代　拓 野村證券株式会社
田代　裕太郎 株式会社京都銀行
田代　遥子 SMBC 日興証券株式会社
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立川　浩輝 富国生命保険相互会社
田中　千裕 日本リスク・データ・バンク株式会社
田中　亨 株式会社三菱 UFJ 銀行
田仲　晃 フロンティア・マネジメント株式会社
田中　康彬 株式会社三井住友銀行
田中　雄介 城北信用金庫
田邉　将司 株式会社コスメディア
谷　暁 CBRE グローバルインベスターズ・

ジャパン
谷川　透 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
田村　悠祐 株式会社ジーテクト
Dashnyam 
Amarjargal
千葉　貴司 株式会社三井住友銀行
張　肇男 HSBC Services Japan Limited
土田　歩 株式会社 NTT データ
都築　拓馬
常泉　基也 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
藤間　真之 野村證券株式会社
十川　亮香
徳重　亨 日本生命保険相互会社
戸田　さつき いちよし証券株式会社
利根川　峻也 みずほ証券株式会社
東丸　英人 クニミネ工業株式会社
外山　孝平 富士ソフト株式会社
外山　二朗 西尾信用金庫
土井　翔平 大和証券株式会社
内藤　丈裕 SMBC 日興証券株式会社
内藤　龍太
名尾　拓也 株式会社阿波銀行
中尾　真也 農林中金全共連アセットマネジメント

株式会社
中川　正人
中川　雄貴 SG ホールディングス株式会社
中澤　裕介 野村證券株式会社
中島　祐輔 大和証券株式会社
中村　明博 株式会社大和総研
長嶋　雅人
長瀬　潤
長野　弘和 株式会社三井住友銀行
長張　雄飛 野村證券株式会社
永谷　健輔 近畿労働金庫
長束　裕子 損保ジャパン日本興亜アセットマネジ

メント株式会社
夏苅　捷己 みずほ証券株式会社
新美　遙 明治安田生命保険相互会社
西山　直樹
庭本　康治 株式会社かんぽ生命保険
野木　徹雄 沼津信用金庫
野村　彩子 ニッセイアセットマネジメント株式会社
野村　龍平 野村證券株式会社
萩原　宏司
橋本　季樹 SMBC 日興証券株式会社
畑　保志 野村證券株式会社

畠山　諒 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社

羽田　周平 SMBC 日興証券株式会社
服部　隆路
羽廣　大樹 SMBC 日興証券株式会社
濱　哲治 大和証券株式会社
浜田　将真 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
林　孝樹 信金中央金庫
林田　光弘
早瀬　巧 株式会社日本取引所グループ
東　幸造 株式会社パワーソリューションズ
平岡　巧也
平澤　卓也
平田　遼 野村證券株式会社
平山　毅 大和証券株式会社
広岡　諒介 SMBC 日興証券株式会社
深谷　敦 トーア再保険株式会社
藤井　逸郎 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
藤井　俊之 セントラル短資株式会社
藤岡　浩太郎 ブラックロック・ジャパン株式会社
藤崎　達也
藤田　卓
藤本　喜久
藤原　龍介 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
船井　智史 株式会社エイファス
古池　貴哉 みずほ証券株式会社
細田　悠里 株式会社アンバー・アセット・マネジ

メント
堀田　哲史
堀　孔輔
堀口　正人
本多　敦侑 株式会社かんぽ生命保険
本間　徹也 株式会社清水銀行
前川　直毅 信金中央金庫
馬込　敏樹
益　慶子
松井　幸恵 オリックス生命保険株式会社
松浦　直角
松江　早希子
松岡　健佑 ニッセイアセットマネジメント株式会社
松崎　健人 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
松崎　伸哉 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
松原　和紀 株式会社愛媛銀行
松村　智広
松本　大吾 株式会社八十二銀行
真鍋　惇
三浦　貴哉
三木　徹也 大和証券株式会社
水崎　優駿 株式会社日本取引所グループ
水本　祐輔 株式会社日本取引所グループ
南　博彰 みずほ証券株式会社
壬生　遼太 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
宮川　友哉 株式会社京都銀行
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宮崎　美琴
宮崎　裕次 株式会社千葉銀行
宮下　裕亮 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
宗藤　竜樹
村上　昌幸
村木　謙介 マニュライフ生命保険株式会社
村本　龍教 野村證券株式会社
村山　脩利 野村證券株式会社
罍　俊輔
百田　雄亮 SMBC 日興証券株式会社
森　達也
森田　純一郎 SMBC 日興証券株式会社
森田　雄也 大和証券株式会社
八木　利恭
矢沢　渉伍 大和証券株式会社
矢澤　美恵
矢嶋　陽一郎 SMBC 日興証券株式会社
安森　葉
矢田　佳久 ヤフー株式会社
矢野　啓祐
山内　健太郎 JP モルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社
山下　壮 野村不動産株式会社

山下　剛 株式会社福岡銀行
山下　哲也
山下　直樹 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・イ

ンベストメント・サービス株式会社
山下　竜司
山田　晃久
山本　修 みずほ信託銀行株式会社
山本　尭之 川崎重工業株式会社
山本　友理
横川　将司 セントラル短資株式会社
横山　研太郎 ねこのて合同会社
横山　夏子 PwC あらた有限責任監査法人
吉岡　健太朗 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
吉川　瑛 大和証券株式会社
吉田　朋恭
吉原　耕平 大和証券株式会社
依田　匡一 長野県信用組合
若井　恭兵
若松　裕太
渡辺　一生 SMBC 日興証券株式会社
渡部　裕之 明治安田生命保険相互会社
度会　玄太 三菱 UFJ 国際投信株式会社

○退会・会員資格喪失（2019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 秋谷　昇 五十川　隆也 鈴木　秀雄 吉田　好和
秋吉　恵介 島田　武典 高橋　伸彦

法人会員 高木証券株式会社

＜上記以外＞
検定会員 大野　昌美 京極　則之 佐久間　聖児 水谷　厚美

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 大木　博史

一般会員 丸井　康熈

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 相田　隼人 上田　和孝 岡田　宏二 柏木　孝一

穐山　健太郎 上田　眞誠 小川　知哉 加藤　龍也
淺井　顕太郎 遠藤　裕久 沖　弘太 加藤　摩周
甘木　大己 遠藤　優 荻野　祐次 唐鎌　大輔
石井　創 遠藤　陽介 桶田　幸宏 河上　伸之輔
石田　利之 王　王奇 尾崎　卓郎 岸本　正章
伊藤　圭祐 大平　玉実 尾崎　昌樹 木村　敬子
入江　信一郎 大森　仁七 小田　圭一郎 木村　寿克
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○会員状況（2019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

27,557 （27,477） （80） 207 158 （129） （29） 27,922

清野　龍介 白石　政樹 中楯　貴文 前川　修満
久野　剛史 杉山　一康 中西　啓文 増永　裕樹
栗原　広史 鈴木　塁 中村　直人 松村　加奈子
小井土　浩二 高越　啓太 長島　啓 松本　晶夫
高阪　匡彦 高橋　啓人 長嶺　浩一郎 南中　英路
高良　昇 高安　司郎 永山　雅之 宮田　康弘
古城　巧 田島　章好 並木　日出男 村形　真樹子
小林　弘治 田中　英富 波汐　瑞夫 村上　和人
近藤　秀昭 田中　良介 西尾　昌隆 山浦　啓治
伍藤　史彦 谷口　昌平 西川　泰亮 山川　裕史
斎藤　雄也 谷脇　優子 新川　真也 山崎　奈穂子
阪本　英樹 田村　舞子 野崎　飛雄馬 山野井　章人
坂本　良 丁野　昇行 畑　宏典 山本　桂子
桜庭　貴志 津田　卓 東　慎太郎 山本　翔大
佐藤　文友 土谷　英史 日坂　浩一郎 吉川　英一
佐藤　文宣 利本　尚隆 平田　映吾 米澤　昌之
佐藤　雄一 中島　慶和 深堀　健太郎 鷲野眼　哲志
信濃　伸明 中田　昌克 細井　俊孝 渡辺　正貴
庄子　学

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


