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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▲ �

ジャーナル誌電子化のお知らせ
　2021年６月下旬（注）から「証券アナリストジャーナル」の電子ブック提供を開始します。

（注：開始日時は協会ウェブサイトでお知らせします）

　電子ブックはマイページからアクセスできます。スマートフォンでも読みやすくなっていますので、

外出先でも閲覧することが可能です。ジャーナル誌電子ブックを是非ご利用ください。

　また、電子ブックの提供に併せて、ジャーナル誌掲載論稿の検索システムも更新し、検索に便利な

絞り込み検索・要約ポップアップ等新しい機能を多数盛り込み、目次検索も創刊号（1963年）から

可能になります。検索に加え、関心のあるトピックス（テーマ）に関連する論稿の要約拾い読み等も

お試しください。

　なお、会員の皆さまには継続学習の一環として、証券アナリストジャーナルを引き続きお読みいた

だきたいと考えていますが、電子ブックのサービス提供を踏まえ、紙と電子の二つの媒体でジャーナ

ル誌を提供することに伴う協会の経費負担や環境配慮の必要性等を勘案し、紙媒体での配付範囲の縮

小を図る予定です。

・アクセスは、マイページの「証券アナリストジャーナル」から行ってください
　（「電子ブック（無料）」と「ジャーナル検索（多機能型）」のボタンを新設）。

・また、専門性を高める＞「証券アナリストジャーナル」からも移動可能です
　（この場合も、マイページにログインしている必要があります）。

・電子ブック版は2021年1月号から閲覧可能です。
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▲ �

2021年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座が開講しました
　６月に開講した2021年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座は、15年振りに教育内容を見

直し、受講者の学習のしやすさを高める観点から、科目構成と学習コンテンツ体系を再編しました。

また、CMA資格の取得に求められる知識・スキルを約850個の「学習ポイント」としてまとめ、図解・

数値例や例題、章末問題も充実させた講座テキストを提供します。講座内容の詳細は協会ウェブサイ

ト（協会ホームページ＞CMA資格）からご覧いただけます。

　学習しやすくなった証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座の受講を、是非、職場やお知り合

いの方にお勧めください（受講申込みの受付期間は2022年１月末までですが、十分な学習期間を確

保するため、早めの受講開始をお勧めします）。

２．トピックス▲ �

2021年証券アナリスト第１次春試験を実施しました
　2021年証券アナリスト第１次春試験を、４月25日（日）に国内９都市10会場で実施しました。なお、

海外受験地（３都市）については、新型コロナウイルス感染症の影響で、会場の確保ができないこと

等の事情により、試験実施が困難なため試験の実施を見送りました。

　３科目合計の延べ受験者数は、10,550名と2019年春試験を上回りました。試験の結果は６月第２

週に受験者に通知するとともに、協会ウェブサイトに掲載します（協会ウェブサイト＞CMA資格＞

第１次レベル講座＞試験データ）。

　なお、2021年第１次秋試験は、９月26日（日）に国内９都市と香港で、９月25日（土）にニュー

ヨーク、ロンドンで行う予定です。

試験科目 証券分析とポートフォリオ・
マネジメント 財務分析 経済 ３科目合計

（延べ人数）

受験者数（人） 3,025 3,777 3,748 10,550

2020年秋 3,151 3,822 3,799 10,772

2019年春 2,233 3,099 2,937 8,269

（注）2020年春試験は中止。
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▲ �

CIIAセミナー「あなたは知っているか？グリーン・スワンを！」�
アーカイブ配信を開始しました

　３月30日（火）にオンライン開催した、CIIAセミナー「金融システムに関する考察～２羽の白鳥

の話～」のアーカイブ配信を開始しました。昨今、金融システムとの関連で注目が集まるブラック・

スワンとグリーン・スワン（ブラック・スワンの気候変動版）について、前原康宏当協会専務理事・

ACIIA会長が講演を行った動画です。講演資料、当日回答できなかった質問への回答およびCIIA（国

際公認投資アナリスト）資格の紹介動画も掲載しています。ぜひご覧ください。

【※日本では、CMA資格保有者だけがCIIA試験を受験することが可能です。】

▲ �

講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「食品産業の将来を担うフードテックの可能性と発展に向けた方向性」（４月23日収録）
　�講師：�佐野啓介氏（野村総合研究所　グローバルインフラコンサルティング部　上級コンサルタン

ト・プリンシパル）、新治義久氏（野村総合研究所　社会システムコンサルティング部　副

主任コンサルタント）

②「クレジット市場概観―合理的バブルの終わり方とは―」（５月12日収録）
　�講師：�中空麻奈氏　CMA、CIIA（BNPパリバ証券　グローバルマーケット統括本部　副会長　チー

フクレジットストラテジスト／チーフESGストラテジスト）

③「バイデン米新政権と中東・石油情勢」（５月14日収録）
　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問、インスペックス　特別顧問）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、協

会ホームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から視聴できます。
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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「食品産業の将来を担うフードテックの可能性と発展に向けた方向性」（４月23日収録）
　講師：�佐野啓介氏（野村総合研究所　グローバルインフラコンサルティング部　上級コンサルタン

ト・プリンシパル）、新治義久氏（野村総合研究所　社会システムコンサルティング部　副

主任コンサルタント）

②「クレジット市場概観―合理的バブルの終わり方とは―」（５月12日収録）
　講師：�中空麻奈氏　CMA、�CIIA（BNPパリバ証券　グローバルマーケット統括本部　副会長　チー

フクレジットストラテジスト／チーフESGストラテジスト）

③「バイデン米新政権と中東・石油情勢」（５月14日収録）
　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問、インスペックス　特別顧問）

◆�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。
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３．理事・顧問・委員・会員の異動（敬称略）

▲ �

理事の異動（４月７日）
　退　任　　中　川　順　子　　野村アセットマネジメント　取締役会長　CMA

▲ �

顧問の異動（４月12日）
　退　任　　梅　田　　　圭　　信託協会　前会長

　就　任　　高　倉　　　透　　信託協会　会長

▲ �

委員の異動
○運営委員会（４月７日）
　退　任　　中　川　順　子　　野村アセットマネジメント　取締役会長　CMA

○産業研究会
　退　任　　村　上　裕　史　　三菱UFJ銀行（５月６日）

　退　任　　中　村　浩　之　　みずほ銀行　CMA（５月17日）

　就　任　　遠　藤　　　宏　　みずほ銀行（５月17日）

　退　任　　高　橋　和　宏　　大和証券　CMA（５月31日）

　就　任　　市　川　元　久　　大和証券　CMA（５月31日）

○ディスクロージャー研究会（４月22日）
・専門部会

　（食品）

　退　任　　佐　治　　　広　　みずほ証券　CMA

　　〃　　　角　田　律　子　　JPモルガン証券

　就　任　　川　﨑　さつき　　UBS証券

　　〃　　　藤　原　悟　史　　野村證券
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▲ �

会員の異動
○新入会者（2021年4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

相阪　俊介 旭化成株式会社
相磯　由翔 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
間　琢也 SMBC日興証券株式会社
饗場　大介 岩井コスモ証券株式会社
青田　和也 株式会社みずほ銀行
青葉　亮 株式会社大和総研
青山　弘樹 株式会社大和証券グループ本社
秋山　泰宏 株式会社スリー・ディー・マトリッ

クス
朝田　悠人 三菱UFJ 信託銀行株式会社
浅野　雄一郎 農林中金全共連アセットマネジメン

ト株式会社
淺野　裕大
淺原　光 野村證券株式会社
朝光　浩之 株式会社三井住友銀行
明壁　宏樹 愛知県信用農業協同組合連合会
足立　恵理子
足立　恒 株式会社商工組合中央金庫
阿南　晏樹 アセットマネジメントOne株式会社
阿部　順一 株式会社三菱UFJ 銀行
阿部　智成 大和証券株式会社
安部　直宏 大和証券株式会社
阿部　秀史 ヒューマンホールディングス株式会社
天野　大吾
雨森　康彦
新井　正人 野村證券株式会社
新井　良平 ルームクリップ株式会社
荒川　博章
荒木　拓也 日本証券金融株式会社
有路　一哉
有賀　光彦
飯島　隆博 森・濱田松本法律事務所
飯場　康平 愛知県信用農業協同組合連合会
五十嵐　拓也 株式会社三菱UFJ 銀行
池口　真依
池田　明子 みずほ証券株式会社
池田　啓司
池田　満寿次 公益財団法人�流通経済研究所
石井　孝典 株式会社ゆうちょ銀行
石井　崇弘 クッシュマン・アンド・ウェイクフィー

ルド・アセットマネジメント株式会社
石井　登志美 ストックウェザー株式会社
石井　美凪 大和アセットマネジメント株式会社
石井　芳明
石川　華奈
石川　卓 株式会社筑波銀行
石坂　秀彦 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
石田　祐樹 京セラ株式会社
石塚　匠
泉　優花 リフィニティブ・ジャパン株式会社
磯貝　優介 株式会社お金のデザイン
磯部　太一 セゾン投信株式会社
市川　大雅 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社

五熊　望 SMBC日興証券株式会社
伊津野　真也 株式会社西日本シティ銀行
伊津野　仁志 藍澤證券株式会社
井手　愼吾 株式会社横浜銀行
井手口　真衣 株式会社宮崎銀行
出月　拓水 株式会社三菱UFJ 銀行
伊藤　広大 株式会社みずほ銀行
伊藤　駿
伊藤　智己 岡三アセットマネジメント株式会社
伊藤　光
伊藤　寛実 三井住友信託銀行株式会社
伊藤　史匡 株式会社三井住友銀行
伊藤　誠海
伊藤　優真 三井住友信託銀行株式会社
稲田　典之 株式会社　京都銀行
猪野　淳一朗 株式会社野村総合研究所
井上　朝実 東海東京証券株式会社
井上　馨
井上　由啓 株式会社百十四銀行
今泉　誠也
今川　潔 兵庫信用金庫
今城　光敬
井本　雄大 SMBC日興証券株式会社
入江　正樹 株式会社みずほ銀行
入口　雅也 立花証券株式会社
岩上　弘子
岩瀬　圭一
于　天洋 株式会社みずほ銀行
植田　一政 野村證券株式会社
植田　優仁
上野　翔平 みずほ証券株式会社
牛窪　克彦 農林中金全共連アセットマネジメント
牛久保　昌哉 SMBC日興証券株式会社
宇田　裕一
打越　理沙子 野村證券株式会社
内田　武明 テクマトリックス株式会社
内海　康陽
梅村　直嵩 三菱UFJ 信託銀行株式会社
浦西　伸彦
江上　太朗
江坂　保幸 大阪ガス株式会社
江崎　隼人 株式会社みずほ銀行
戎谷　拓真 大和証券株式会社
遠藤　晃洋 東京海上日動火災保険株式会社
遠藤　達也 時事通信社
大垣　徳智香 岡三証券株式会社
大久保　貴史 オリックス株式会社
大久保　千瑛
大久保　緩佳 アセットマネジメントOne株式会社
大崎　俊之 三菱UFJ 信託銀行株式会社
大塩　悠葵 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
大嶋　悠吾
太田　創 株式会社NTTデータ
大塚　裕生
大利　雅人 大和証券株式会社
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大西　柾 横浜ゴム株式会社
大橋　恵子 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
大場　祐輝 株式会社千葉銀行
大八木　美穂 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
岡　優 株式会社あおぞら銀行
岡島　千明
岡田　渉 株式会社野村総合研究所
岡本　啓孝
緒方　起史 SOMPOアセットマネジメント株式

会社
小川　絵里衣 野村證券株式会社
小川　翔 株式会社福岡銀行
小川　康平 大和証券株式会社
小川　智之 株式会社みずほ銀行
小川　英男 株式会社みずほ銀行
小川　快男 日本生命保険相互会社
小川　佳史 EYストラテジー・アンド・コンサ

ルティング株式会社
沖田　和 みずほ信託銀行株式会社
荻田　雅彦 三井物産株式会社
荻野　卓也
奥平　麻紗子
小倉　悟
小椋　基弘 みずほ信託銀行株式会社
小椋　優悟
小笹　慧 株式会社京都銀行
小澤　五敬 野村證券株式会社
押山　大佑 三井物産株式会社
小田　洋史
尾辻　一紀 株式会社三菱UFJ 銀行
乙幡　亮祐
小野　琢至 旭化成株式会社
小野木　俊介
小野里　仁志 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
小野寺　孝文 三菱UFJ 信託銀行株式会社
表　大貴 三井住友信託銀行株式会社
香川　圭祐 PwCあらた有限責任監査法人
柿島　啓暢 三井住友信託銀行株式会社
角地　康 株式会社北國銀行
梶野　慶太 みずほ証券株式会社
片桐　侑希 あかつき証券株式会社
片山　絢斗 野村證券株式会社
勝野　健太郎
加藤　大輔 みずほ情報総研
門松　崇 株式会社三井住友銀行
金川　聖也 GCAアドバイザーズ株式会社
金澤　純平 三井住友信託銀行株式会社
金塚　諒也
可児　慶也 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
鎌田　早帆
加美　龍馬 SMBC日興証券株式会社
上口　将 野村證券株式会社
神永　直樹 株式会社岩手銀行
神原　嵩彦 株式会社東洋経済新報社
河合　良平 野村證券株式会社
川上　拓人 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社

川崎　卓朗 明治安田生命保険相互会社
川崎　鎌 東洋証券株式会社
河島　正宜 株式会社野村総合研究所
川田　秀穂
川村　礼 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
川本　真菜 野村アセットマネジメント株式会社
神田　一哉 株式会社みずほ銀行
神田　光
神田　裕樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
菊池　達真 SMBC日興証券株式会社
北原　誠
北村　尚也 日本生命保険相互会社
橘高　良徳
木戸口　達登
木下　知己
木村　圭佑 東京海上アセットマネジメント株式

会社
木村　優太 株式会社みずほ銀行
木村　芳彦 ＮＴＴデータフォース株式会社
草間　広貴 ドイツ証券株式会社
草柳　和哉 全国共済農業協同組合連合会
楠元　慎哉
久保　安希
久米川　和哉
栗原　凌輔 大和証券株式会社
栗林　達也 三井不動産投資顧問株式会社
黒田　健司 株式会社百十四銀行
黒田　久志
螻川内　勉 株式会社三菱UFJ 銀行
源島　達也 SMBC日興証券株式会社
小池　良太
小木　崇広 野村不動産株式会社
小島　健
小島　宏紀 株式会社三菱UFJ 銀行
児玉　祐哉 SMBC日興証券株式会社
小西　宏典 三菱UFJ リース株式会社
小西　勇人 株式会社あおぞら銀行
小林　貴之 EY新日本有限責任監査法人
小林　照隆
小林　直人 三菱UFJ 国際投信株式会社
小林　浩誉
小林　真之
小林　良輔
菰田　将人
小柳　浩文 三井住友海上火災保険株式会社
近藤　真矢 愛知県信用農業協同組合連合会
近藤　英明 大阪府信用農業協同組合連合会
後藤　亮幸 日本証券金融株式会社
齋藤　宏二郎
斎藤　千恵 エフティーエスイー・ジャパン・リ

ミテッド
齋藤　優作 三井物産株式会社
坂　茜 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
酒井　由莉香 水戸証券株式会社
坂口　純也 株式会社大和総研
坂田　陽右 株式会社QUICK
坂本　慶丞 みずほ証券株式会社
坂本　拓也 大和証券株式会社
坂本　博 アフラック生命保険株式会社
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相楽　喜一郎 株式会社リビングイン
櫻井　克幸 野村證券株式会社
櫻井　遼 PGIMジャパン株式会社
佐々木　功大 野村アセットマネジメント株式会社
佐々木　優衣
佐々木　優美
佐藤　啓一朗 株式会社三井住友銀行
佐藤　聖太 株式会社京都銀行
佐藤　友昭
佐藤　泰紀 大和証券株式会社
佐藤　遼平
佐野　雅信 アビームコンサルティング株式会社
佐野　竜也 株式会社三井住友銀行
猿橋　和幸 有限責任監査法人トーマツ
三宮　勝博 三菱UFJ 信託銀行株式会社
塩野　陽助 リフィニティブ・ジャパン株式会社
品川　勇輝 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
島村　太郎 東京海上アセットマネジメント株式

会社
島村　諒一
清水　健
清水　勇人 大和証券株式会社
清水　正大 株式会社三菱 UFJ トラスト投資工

学研究所
下田　真也 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
下戸　貴仁 雪印メグミルク株式会社
白石　英子 大和証券株式会社
白石　英紀 大和証券株式会社
白岩　勝利 信金中央金庫
徐　詩佳
甚田　裕康 明治安田生命保険相互会社
末木　秀和 朝日ライフアセットマネジメント株

式会社
菅野　淳行 住友商事株式会社
杉浦　悟 三井住友信託銀行株式会社
杉田　直之 みずほ信託銀行株式会社
杉田　優 長野県信用組合
杉野　聖 株式会社三井住友銀行
杉村　健太
杉村　拓哉
杉村　竜矢 静清信用金庫
杉山　幸弘
助川　卓也 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
須澤　俊弥
鈴木　一史 農林中央金庫
鈴木　啓 長野県信用組合
鈴木　舜 野村證券株式会社
鈴木　伸太朗 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
鈴木　隆史
鈴木　辰宜 損害保険ジャパン株式会社
鈴木　輝彦
鈴木　未来 株式会社常陽銀行
鈴木　陽子 大和アセットマネジメント株式会社
鈴木　竜平
砂川　広貴 株式会社 SBI 証券
関　健太郎 野村證券株式会社
関　夏美

関　祐介 愛知県信用農業協同組合連合会
関谷　昌平 株式会社コンシスト
関谷　航 三井住友信託銀行株式会社
瀬藤　宗仁
千徳　恒憲 日本郵便株式会社
宗倉　裕 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
相馬　崇志 丸紅株式会社
相馬　智帆 株式会社AGSコンサルティング
外谷　崚 岩手県信用農業協同組合連合会
曽野　貴宏
染川　久子
平　泰久 年金積立金管理運用独立行政法人
高岡　将大 岡三証券株式会社
高木　俊輔 株式会社三井住友銀行
高桑　宏恵 大和証券株式会社
高島　雄貴 野村證券株式会社
高田　朋繁 SMBC日興証券株式会社
高野　哲治 富国生命保険相互会社
鷹野　容子 みずほ証券株式会社
高橋　和幹 野村信託銀行株式会社
高橋　健太郎 ワイジェイＦＸ株式会社
高橋　敏 トヨタファイナンシャルサービス株

式会社
高橋　直人 藍澤證券株式会社
高橋　悠
高橋　亮
高畠　靖史
滝　直人 SMBC日興証券株式会社
武井　友 SMBC日興証券株式会社
武内　優佳 スコシア・セキュリティーズ・アジ

ア・リミテッド�東京支店
竹川　隼人 三井住友信託銀行株式会社
武田　圭祐
竹永　徹之介 富国生命投資顧問株式会社
武部　和也 三井住友信託銀行株式会社
武本　聡史
田角　広毅 株式会社新生銀行
立松　尭行 大和証券株式会社
立道　直人 リフィニティブ・ジャパン株式会社
田中　一成 奈良中央信用金庫
田中　拓実 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
田中　大奨 三菱UFJ 国際投信株式会社
田中　雅紀 明治安田生命保険相互会社
田中　摩耶 三井住友信託銀行株式会社
田中　美幸 野村證券株式会社
谷　洋輔 大同生命保険株式会社
谷川　永洋
谷本　真吾
種藤　誠也 株式会社秋田銀行
田畑　和樹 SMBC日興証券株式会社
玉井　芳樹 株式会社　三井住友銀行
玉山　光 みずほ証券株式会社
垂脇　成東 三菱UFJ 国際投信株式会社
近本　英寛 株式会社コウメイパートナーズ
千賀　美紀子
CHU　SIHUI 野村アセットマネジメント株式会社
ZHANG　HAO 株式会社野村総合研究所
趙　素芬 株式会社みずほ銀行
張　亮 株式会社みずほ銀行
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塚本　晃浩 TMI 総合法律事務所
塚本　輝
土田　啓介 みずほ証券株式会社
土屋　駿太 T&Dフィナンシャル生命保険株式

会社
堤　翔大朗 みずほ証券株式会社
常石　潤矢 第一生命保険株式会社
恒川　貴弘 丸紅株式会社
常川　善憲
津野　沙也香
鶴田　信夫
寺岡　久志 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
寺崎　達弥 Willis�Re�Japan�K.K.
寺田　晴香 ブラックロック・ジャパン株式会社
天水　裕也 信金中央金庫
出口　健太 野村證券株式会社
出口　博基 株式会社佐賀銀行
徳島　一裕 株式会社広島銀行
徳永　雄紀 株式会社福岡銀行
徳山　哲寛 三井住友信託銀行株式会社
轟　幸夫 株式会社アイモバイル
富田　祥平 株式会社青森銀行
富田　直樹 株式会社肥後銀行
友添　峻希
外山　幸子
外山　努 株式会社AGSコンサルティング
鳥谷部　一樹
堂本　敬
仲　隆伸 富国生命保険相互会社
中井　千文
中里　直 京都中央信用金庫
中島　駿介 日本証券金融株式会社
中嶋　香織 株式会社青森銀行
中島　有理 株式会社みずほ銀行
中島　羊介 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
中嶋　洋介 株式会社みずほ銀行
中西　沙織
中野　豊 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
中村　圭佑
中村　優吾 大和証券株式会社
中村　麗奈
中矢　徹 有限責任監査法人トーマツ
中山　公汰 野村アセットマネジメント株式会社
長井　健悟 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社
永井　隆光 セントラル短資株式会社
長尾　卓也 中央労働金庫
長澤　康平 飯能信用金庫
永田　博康 三井住友信託銀行株式会社
永田　雅之
永田　正世 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
永山　聡士 日本公認会計士協会
那須　健太郎 三井住友信託銀行株式会社
那須　理高 株式会社肥後銀行
成川　兼司 伊藤忠商事株式会社
西岡　崇史 株式会社三菱UFJ 銀行
西川　隆行 大和証券株式会社

西川　剛央 SMBC日興証券株式会社
西嶋　聖矢
西田　崇晃 みずほ証券株式会社
西村　拓也 株式会社三菱 UFJ トラスト投資工

学研究所
西村　優汰 損害保険ジャパン株式会社
西山　幸
西側　弘晃 SMBC日興証券株式会社
二宮　博典
丹羽　信太郎 株式会社ゆうちょ銀行
根崎　晋一 株式会社京都銀行
根本　翔太 SAMURAI 証券株式会社
練尾　岳 明治安田生命保険相互会社
野崎　平 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
野澤　光希 SMBC日興証券株式会社
野次　満義 株式会社みずほ銀行
野田　将矢 株式会社千葉銀行
野田　晴彦 ENEOS ホールディングス株式会社
野田　大貴 大和証券株式会社
信國　太郎 ADインベストメント・マネジメン

ト株式会社
信時　遥香 SMBC日興証券株式会社
野村　大亮 株式会社ゆうちょ銀行
野村　祐輔 株式会社福岡銀行
橋口　達 野村證券株式会社
長谷　俊介
長谷川　宗信
長谷川　佑樹
服部　政人 株式会社福岡リアルティ
羽鳥　裕人 SOMPOアセットマネジメント株式

会社
花田　暁奈 東京海上アセットマネジメント株式

会社
羽根　敏春 野村證券株式会社
濱野　智成 SMBC日興証券株式会社
林　時央 岡三証券株式会社
林　智也 SMBC日興証券株式会社
林　真
林　竜太郎 北陸労働金庫
原　政也 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
春山　雄哉 三菱UFJ 信託銀行株式会社
日浦　有香里
低田　祐輔 野村證券株式会社
久田　真也 東洋証券株式会社
人見　浩彰 双日株式会社
日向　千晴 住友生命保険相互会社
日野原　未葉 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
平岡　健
平野　駿 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
平野　智
平林　大河 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
平林　孝啓 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
平本　達哉
廣井　庸二 エイチ・エス証券株式会社
廣野　修一 イーレックス株式会社
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福島　裕之 リアルリンク国際投資顧問株式会社
福室　光生 レオス・キャピタルワークス株式会社
福山　翔士
藤井　翔太郎 損害保険ジャパン株式会社
藤井　達也
藤井　智寛 みずほ証券株式会社
藤岡　佳奈恵
藤島　陽平 全国共済農業協同組合連合会
藤田　和也
藤田　多美 株式会社三菱UFJ 銀行
藤田　敏之 FG商事株式会社
藤野　晶圭 野村證券株式会社
藤丸　雅人
藤原　光汰
藤原　周平
布施　耕介 野村證券株式会社
布施　皓史 みずほ証券株式会社
二口　恵理子 三井住友信託銀行株式会社
船越　恵子 トロントドミニオン日本証券会社
降幡　剣士 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
星合　貴政 農林中央金庫
星野　美代子 SMBC日興証券株式会社
堀川　佳那
堀部　将人 大和証券株式会社
前田　拓也 SMBC日興証券株式会社
前田　祐治 東京海上日動火災保険株式会社
牧　拓未 株式会社鹿児島銀行
槇田　哲久 大和証券株式会社
正岡　裕志
増田　喜一 岡三証券株式会社
増森　拓馬 株式会社日立製作所
松井　健太朗 株式会社百五銀行
松井　聡 株式会社日本経済新聞社
松井　亮太朗 野村證券株式会社
松浦　将也 三井住友信託銀行株式会社
松尾　敬 いちよし証券株式会社
松木　渉 日本生命保険相互会社
松澤　慧士 野村證券株式会社
松下　裕己 野村證券株式会社
松橋　悠馬 三菱UFJ 国際投信株式会社
松本　来美 大和証券株式会社
松本　健
松本　順次 九州旅客鉄道株式会社
松本　遼 大阪中小企業投資育成株式会社
的場　嵩明 三井住友信託銀行株式会社
真殿　燿光 株式会社あおぞら銀行
眞中　優一 野村アセットマネジメント株式会社
眞守　慶 みずほ証券株式会社
丸山　貴史 三井住友信託銀行株式会社
丸山　浩輝 S&P�Global
丸山　陸 EYストラテジー・アンド・コンサ

ルティング
三浦　友哉 損害保険ジャパン株式会社
三雲　優 三菱UFJ 信託銀行株式会社
御子神　智洋
三簾　伸育
水瀬　公脩 いちよし証券株式会社
水谷　花菜子 大和証券株式会社
水本　穣 大和アセットマネジメント株式会社
道端　要 SMBC日興証券株式会社

三井　浩平
三井　翼 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
三橋　いおり
皆川　祐真
南　啓太 北海道電力株式会社
峯　太樹 大和証券株式会社
箕輪　哲治
三森　健太郎
宮内　輝 大和証券株式会社
三宅　洋平 株式会社きらぼし銀行
宮崎　将太 野村證券株式会社
宮下　優一 長島・大野・常松法律事務所
宮島　三四郎 住宅金融支援機構
宮本　恭兵 株式会社西日本シティ銀行
宮本　航 森ビル株式会社
三輪　祐樹
MU　SHENGNAN 大和証券株式会社
村上　晃大 野村アセットマネジメント株式会社
村上　聡史
村越　正和 三井住友信託銀行株式会社
村田　裕介 三井住友信託銀行株式会社
村山　拓弥
室田　真希 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
目黒　克幸
元吉　由莉香 野村證券株式会社
森　謙太 日本証券金融株式会社
森　卓也 三菱UFJ 信託銀行株式会社
森　尚子 三菱UFJ 信託銀行株式会社
森内　健矢
森岡　多門 大和証券株式会社
森久　雄平
森口　裕磨 野村アセットマネジメント株式会社
森田　圭 株式会社三井住友銀行
森田　道貴 株式会社三菱UFJ 銀行
森田　湧己 株式会社三井住友銀行
森村　直樹 アセットマネジメントOne株式会社
森本　達輝 東海東京証券株式会社
矢口　健人 三菱UFJ リース株式会社
安尾　昂大
安渕　宣之
谷津　宏明 日本たばこ産業株式会社
谷中　克行 栃木銀行
柳澤　潤 みずほ証券株式会社
柳澤　操 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
柳原　英之
梁瀬　岳
柳父　優太 株式会社きらぼし銀行
矢作　彩実
山内　理恵
山木　太 SMBC日興証券株式会社
山口　周作
山口　陽平
山下　知子 日本生命保険相互会社
山田　昭太
山田　智生
山中　悠司
山中　遼平 みずほ証券株式会社
山野　杏奈 株式会社福岡銀行
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○退会・会員資格喪失（2021年４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 相川　敏文 加藤　暁史 高橋　真吾 原　敏之

青木　龍一 門倉　均 竹島　功 平野　勝英
青柳　昌宏 河合　良介 多湖　健太郎 平山　勝規
芥川　裕 河添　恭一 田中　一行 藤木　裕
浅田　康之 川村　大輔 種子　達也 藤瀬　宏
荒木　謙一 小泉　治 田町　元 本田　元
安東　敏明 河本　信太郎 塚越　正一 前川　憲二
池田　紹 古座岩　満史 中島　英二 町田　楽
石坂　覚 小西　淳　9542 中村　淳平 松沢　明彦
石田　俊也 郷右近　養一 中村　俊哉 水主　史子
磯村　建夫 斉藤　英人 中村　裕之 水野　英之
上部　千秋 佐々木　章浩 長野　裕太朗 三宅　まり子
岡本　裕介 佐々木　博信 新村　治人 村松　秀樹��
小鹿　陽平 塩川　佳秀 橋本　洋 茂木　伸仁
小野　仁 真珠　聡雄 服部　弘 安田　圭介
御田　智紀� 菅　治亘 服部　博行 山川　正英
笠原　泰 鈴木　智子 花田　貴之 山本　裕規
片山　俊彦 鈴木　洋佑� 林　美樹 山谷　紀代美
勝連　治 高田　豊 林　良一 渡邉　智子

一般会員 橋本　泰久　27601

＜上記以外＞
検定会員 菅　登志夫

山本　亘司朗
山本　浩貴 三井住友信託銀行株式会社
山本　文康 野村證券株式会社
山本　雅嗣 アセットマネジメントOne株式会社
山本　満輝 日本生命保険相互会社
山本　悠人 SMBC日興証券株式会社
湯瀬　大志 株式会社福井銀行
横上　大輝 全国共済農業協同組合連合会
横松　沙弥音
横山　裕輔 太陽生命保険株式会社
吉岡　顕規 日本郵便
吉岡　慶人 株式会社りそな銀行
吉岡　諒 三井住友信託銀行株式会社
吉川　洋 独立行政法人国際協力機構
吉田　亜未 J.P. モルガン証券
吉田　彩里 MedVenture�Partners 株式会社
吉田　起明 株式会社みずほ銀行
吉松　佑太郎 宮崎銀行
吉見　紘希

芳村　俊平 三井住友DSアセットマネジメント
株式会社

吉本　勝 信金中央金庫
米川　理子 第一生命保険株式会社
米田　太郎 立花証券株式会社
若林　さゆり
若生　凌 株式会社野村総合研究所
渡辺　聖一郎 株式会社大光銀行
渡邉　昂也 三菱UFJ 信託銀行株式会社
渡辺　大輝 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
渡辺　誠之 株式会社足利銀行
渡邊　祐扶 株式会社ゆうちょ銀行
渡邉　祐太郎
渡邉　瞭 三菱UFJ 信託銀行株式会社
和田　将一 岐阜信用金庫
和田　拓也 三菱UFJ 信託銀行株式会社
和田　大介 東京スター銀行
和田　千聖 株式会社日本取引所グループ
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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 荒川　巌 志村　徹郎 永島　義幸 山崎　まり

今西　亞良 田渕　和彦 南　雅史

○会員状況（2021年４月30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

27,554� （27,483） （71） 201 157 （127） （30） 27,912�
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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


