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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▲ �

第22回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナーをオンライン開催
（ライブ配信）（９月10日）しました

　第22回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー「市場は機能しているか―パッシブ運用、ファク

ター投資と株式市場―」を９月10日にオンライン開催（ライブ配信）しました。セッション１では「パ

ッシブ運用が市場と企業に与える影響」（芹田敏夫氏、松原稔氏　CMA）のテーマの下、芹田敏夫氏

による報告と、これを受けて松原稔氏との討論が行われました。続いてセッション２では「ファクタ

ー投資の有効性」のテーマの下、石川康氏　CMAから「ファクター有効性に対するマクロとミクロの

視点」、山田徹氏　CMAから「ファクター投資の考え方と実践」について報告していただき、芹田敏

夫氏を交えて討論を行いました（視聴者約340名）。

　当協会会員のほか日本ファイナンス学会会員の視聴も多く、活発な質疑応答が行われました。

芹田敏夫氏 松原稔氏 石川康氏 山田徹氏

▲

講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「コロナ後の株式市場見通しと企業経営の課題」（８月18日収録）
　講師：菊地正俊氏　CMA（みずほ証券　エクイティ調査部　チーフ株式ストラテジスト）

協会だより1
１．トピックス：第22回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナーをオンライン開催（ライブ

配信）（９月10日）／講演会の動画／講演要旨
２．会員の異動
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②「コーポレートガバナンス改革の展望―東証再編・CGC改訂の先にあるもの―」（８月24日収録）
　講師：山田英司氏（日本総合研究所　理事）

③「不動産市場の動向と今後の見通し―新型コロナの影響を読み解く―」（８月26日収録）
　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 研究主幹）

④「ウィズコロナ・ポストコロナの日本経済」（９月１日収録）
　講師：亀田制作氏（日本銀行　調査統計局長）

⑤「コロナ禍におけるプライシング～ダイナミックプライシングによる価格の未来」（９月16日収録）
　講師：平田英人氏（ダイナミックプラス　代表取締役社長）

◆�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。

▲

講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①第12回SAAJ国際セミナー「サステナブル社会における資産運用業のあり方」（３月26日開催）
②「コロナ後の株式市場見通しと企業経営の課題」（８月18日収録）
　講師：菊地正俊氏　CMA（みずほ証券　エクイティ調査部　チーフ株式ストラテジスト）

③「コーポレートガバナンス改革の展望―東証再編・CGC改訂の先にあるもの―」（８月24日収録）
　講師：山田英司氏（日本総合研究所　理事）

④「不動産市場の動向と今後の見通し―新型コロナの影響を読み解く―」（８月26日収録）
　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 研究主幹）

⑤「ウィズコロナ・ポストコロナの日本経済」（９月１日収録）
　講師：亀田制作氏（日本銀行　調査統計局長）

⑥「コロナ禍におけるプライシング～ダイナミックプライシングによる価格の未来」（９月16日収録）
　講師：平田英人氏（ダイナミックプラス　代表取締役社長）

◆�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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２．会員の異動（敬称略）▲

会員の異動
○新入会者（2021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
会田　俊比古 株式会社三井住友銀行
相原　恭平
赤坂　大介 野村證券株式会社
赤羽　かすみ 野村證券株式会社
秋田　顕吾
穐月　豊智 大和証券株式会社
秋元　駿 埼玉県信用農業協同組合連合会
秋山　武司 野村證券株式会社
朝日　達哉
足川　国広 野村證券株式会社
阿部　健太 株式会社新生銀行
阿部　信樹 野村證券株式会社
阿部　紘士
荒井　隼 株式会社京都銀行
荒川　真行 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
荒木　涼輔 大和アセットマネジメント株式会社
有田　拓真 野村證券株式会社
有信　勝宏
安藤　彰 住友生命保険相互会社
池田　昌隆 SMBC日興証券株式会社
池田　陽平 三菱UFJ 信託銀行株式会社
池田　龍太郎 東海東京証券株式会社
石井　開 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
石井　純基
石川　慶 S&P グローバル・レーティング・

ジャパン株式会社
石崎　幸男 大和証券株式会社
石光　一彰 野村證券株式会社
和泉　拓弥 岡三証券株式会社
一色　祥 西日本シティ銀行
伊藤　慎吾 三菱UFJ 信託銀行株式会社
稲村　亮
井上　晶恵 ブラックロック・ジャパン株式会社
今井　栄太 富国生命保険相互会社
岩井　翔太 SMBC日興証券株式会社
岩下　雅寿
上高家　彰 野村證券株式会社
上田　敦司 ポラリス・キャピタル・グループ株

式会社
上田　浩平 野村證券株式会社
上田　弘理 兵庫県庁
上原　里絵子 ピムコジャパンリミテッド
上松　尭 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
内田　伊織 みずほ証券株式会社
梅津　大介 株式会社きらやか銀行
江副　滋
海老原　直人 株式会社栃木銀行
遠藤　靖敏 大和証券株式会社
大出　真也 大和証券株式会社
大内　聖志 野村證券株式会社
大江　純一 大和証券株式会社

大久保　拓 SMBC日興証券株式会社
大坂　隼矢 野村證券株式会社
太田　純 株式会社広島銀行
太田　徹 SMBC日興証券株式会社
太田　悦文 株式会社野村総合研究所
大竹　利幸 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
大谷　香
大谷　英輝 岡三証券株式会社
大塚　瑞穂 三井住友DSアセットマネジメント
大坪　圭介 株式会社三菱UFJ 銀行
大西　克明 東海東京証券株式会社
大沼　貴幸 三菱UFJ 信託銀行株式会社
大野　晃 愛知県信用農業協同組合連合会
大野　大地 応用アール・エム・エス株式会社
大場　康太郎 みずほ信託銀行株式会社
大森　崇史 株式会社日経リサーチ
岡本　彩花 大和アセットマネジメント株式会社
岡本　太樹 大和証券株式会社
荻野　陽平 農林中央金庫
荻原　定則 SMBC日興証券株式会社
小倉　裕史 十六リース株式会社
長田　陽平 鎌倉投信株式会社
尾崎　明 株式会社フィックスターズ
尾崎　亘晃 岡三証券株式会社
小澤　玄
落合　直樹
小野　雄大 日興グローバルラップ株式会社
小野寺　愛 旭川信用金庫
折原　明日香 ブラックロック・ジャパン株式会社
鏡原　一也 楽天投信投資顧問株式会社
角田　創実 JPモルガン証券株式会社
綛田　哲也 日興アセットマネジメント株式会社
片岡　憲司 SMBC日興証券株式会社
片山　雄介 日本生命保険相互会社
勝部　創大 野村證券株式会社
桂本　真由 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株

式会社
加藤　真悟 株式会社三菱UFJ 銀行
加藤　雄太 三菱商事株式会社
神野　慎也 野村證券株式会社
神野　裕美 株式会社三菱UFJ 銀行
上村　純也 楽天証券株式会社
亀澤　梨香 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
川瀬　祐司 岡三アセットマネジメント株式会社
川名　慎太郎 大和証券株式会社
川浪　康平 野村證券株式会社
川村　拓未 みずほ証券株式会社
神立　大敬 有限責任監査法人トーマツ
岸本　隆則 SMBC日興証券株式会社
木須　智彦 株式会社格付投資情報センター
北本　翔平
北山　隼地
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木戸　政宏 東海東京証券株式会社
木村　祐太郎 大和証券株式会社
肝付　卓也
木本　康雄
清永　翔太 りそなアセットマネジメント株式会社
櫛田　憲郎 全日本空輸株式会社
久志本　悠汰
楠　誠晃 みずほ証券株式会社
楠　茉莉 三菱商事株式会社
國江　陸斗 朝日生命保険相互会社
國見　友裕 廣田証券株式会社
久里　美里
久保　力 野村證券株式会社
熊倉　周作 野村證券株式会社
倉本　健一郎 富国生命保険相互会社
栗原　旦裕
栗林　洋 北越コーポレーション株式会社
黒川　泰宏 野村證券株式会社
黒倉　将人
黒崎　周 みずほ証券株式会社
黒崎　雄太 株式会社みずほ銀行
桑原　啓介
桑原　啓彰
小糸　祐輔 野村證券株式会社
公江　祐輔 有限責任あずさ監査法人
神津　多可思 公益社団法人日本証券アナリスト協

会
小助川　了大 メットライフ生命保険株式会社
小須田　真也 野村證券株式会社
小関　雅子 株式会社みずほ銀行
小谷　宗資 大和証券株式会社
児玉　真吾 株式会社ウィルズ
子玉　貴之 セントラル短資株式会社
小西　遼 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
小林　一樹 SMBC日興証券株式会社
小林　賢司 東海東京証券株式会社
小林　翔
小林　辰也 KPMG�FAS
小林　祐輝 野村證券株式会社
小松　亮介
小宮　岳 株式会社三菱UFJ 銀行
米田　郁也 岡三証券株式会社
近藤　大介 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
五島　圭一
後藤　純一 三井物産株式会社
西條　晴紀 住友商事株式会社
齊藤　暁 株式会社三菱UFJ 銀行
齋藤　亮 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
酒井　昌洋 みずほ証券株式会社
嵯峨　元成 大同生命保険株式会社
笹　凌太 大和証券株式会社
佐々木　湧平 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
笹山　悟 三菱総合研究所
佐竹　友幸 野村證券株式会社
佐藤　圭翼 北海道旅客鉄道株式会社
佐藤　智也 みずほ証券株式会社

佐藤　のぞみ 三井住友DSアセットマネジメント
株式会社

佐藤　弘一 株式会社みずほ銀行
佐藤　主迪
佐藤　正憲 野村證券株式会社
佐野　雄一郎 野村證券株式会社
澤田　明歩 PwCアドバイザリー合同会社
沢田　博幸 野村證券株式会社
澤田　諒 三菱UFJ 信託銀行株式会社
施　佳音 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
重田　将人 株式会社北陸銀行
篠永　英之 日本調剤株式会社
芝尾　航 野村ホールディングス株式会社
渋沢　舞香
渋田　貴正 税理士法人V-Spirits
島内　祥汰 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
島崎　泰成 SMBC日興証券株式会社
清水　悠平 SMBC日興証券株式会社
下田　広輝
白須　光樹
白浜　和也 富国生命保険相互会社
進藤　達 東海東京証券株式会社
新藤　誠人 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
城坂　明憲 野村證券株式会社
杉谷　謙太 SMBC日興証券株式会社
助野　聖仁 三菱UFJ 信託銀行株式会社
須崎　昭宏 内藤証券株式会社
鈴木　瑛里子
鈴木　慶吾 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
鈴木　光一
鈴木　茂樹
鈴木　裕幸 大和証券株式会社
鈴木　優子
鈴木　雄大郎 株式会社大和総研
鈴木　侑也 大和証券株式会社
鈴木　湧也 株式会社KPMG�FAS
鈴木　義文 マブチモーター株式会社
鈴木　亮太朗 大和証券株式会社
鈴木　廉 大和証券株式会社
隅倉　真純 野村證券株式会社
清　杏子
関口　幸史郎 日本証券業協会
関根　直之
千田　勝太 株式会社アイ・パートナーズフィナ

ンシャル
仙道　佑太 株式会社山形銀行
空手　宏樹 帝人株式会社
高　祥太郎
高木　鉄矢 株式会社大和総研
高橋　央人
高橋　秀暢 大和証券株式会社
高橋　洋平 三井松島ホールディングス株式会社
宝田　晋介
田川　雄治 T&Dアセットマネジメント株式会社
瀧澤　信 株式会社サステイナブル・インベス

ター
滝本　翔生 株式会社野村総合研究所
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田口　瑛平 野村證券株式会社
竹上　智子
田代　雄嗣
田嶋　弘
辰巳　大山 大和証券株式会社
立石　宗一郎
田中　淳也
田中　美希 東海東京証券株式会社
田邉　達郎 大阪信用金庫
谷口　秀健 SMBC日興証券株式会社
谷村　剛 光証券株式会社
谷脇　功一 みずほ証券株式会社
田部井　智春 野村證券株式会社
玉井　淳二 三菱UFJ 信託銀行株式会社
丹崎　学 野村證券株式会社
千葉　孝博 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
塚瀬　茉莉子 東レ株式会社
塚田　紳太郎 野村證券株式会社
塚本　康太郎 株式会社三井住友銀行
辻井　喬 野村證券株式会社
土屋　美里
筒井　瑶子
常泉　和也 SMBC日興証券株式会社
坪上　侑史
戸井田　友子 SOMPOアセットマネジメント株式

会社
徳川　鈴奈
富岡　大
豊浦　匡挙 株式会社 exit.
豊田　寛
豊田　裕一 SMBC日興証券株式会社
中川　圭介 SMBC日興証券株式会社
仲川　智子 SMBC日興証券株式会社
中島　綜駿 みずほ証券株式会社
中島　剛 明治安田生命保険相互会社
中島　和也 SMBC日興証券株式会社
中島　哲太
中田　宏幸 大和証券株式会社
中谷　祐樹 株式会社南都銀行
中塚　博基 SMBC日興証券株式会社
中野　祐 野村證券株式会社
中村　詠吏 有限責任監査法人トーマツ
中村　健太郎 住友商事株式会社
中山　英輔 大和証券株式会社
中山　幸治 SMBC日興証券株式会社
永島　歩子
長島　邦子 野村證券株式会社
長屋　裕太 愛知県信用農業協同組合連合会
梨本　岳史 株式会社みずほ銀行
難波　旅人 阪和興業株式会社
新倉　知朗 野村證券株式会社
西川　貴大
西川　達彦 野村證券株式会社
西坂　龍哉 SMBC日興証券株式会社
西澤　康平 富国生命保険相互会社
西田　明弘
西村　文哉 株式会社三菱UFJ 銀行
沼口　巧実 福岡ひびき信用金庫
野口　滉平 みずほ証券株式会社
野田　一貴 SMBC日興証券株式会社

法月　伶太 株式会社みずほ銀行
乘松　翔真 野村證券株式会社
萩原　淳 丸三証券株式会社
橋本　尚史 株式会社北陸銀行
長谷川　和良 赤坂有限責任監査法人
長谷川　俊輔 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
長谷川　純也 第一生命保険株式会社
服部　大志 株式会社新生銀行
花谷　謙次郎 大和証券株式会社
羽吹　直彦 株式会社 JALUX
早川　直輝 大和証券株式会社
早坂　史朗 SMBC日興証券株式会社
林　卓哉 株式会社野村総合研究所
林田　和男 大和証券株式会社
原　卓也 株式会社みずほ銀行
原口　裕之
原澤　賢吾
原田　実 株式会社みずほ銀行
原山　英之 東京証券代行株式会社
波留　啓一郎 株式会社かんぽ生命保険
潘　文束 マッコーリー・キャピタル・セキュ

リティーズ・ジャパン・リミテッド
馬場　友也 株式会社三菱UFJ 銀行
阪東　広太郎
稗田　泰之 野村證券株式会社
樋尾　俊樹 いちよし証券株式会社
東　託也 大和証券株式会社
人見　知斗 株式会社レコフ
人見　磨記夫 愛知県信用農業協同組合連合会
日野　照保 株式会社みずほ銀行
平尾　奈津子 あずさ監査法人
平岡　千佳 みずほ証券株式会社
平川　和幸 ワイジェイ FX株式会社
平林　邦幸 SMBC日興証券株式会社
平松　潤馬 三菱UFJ 信託銀行株式会社
福田　昌哉 マネックス証券株式会社
藤澤　玲生
藤田　彩 野村證券株式会社
藤田　康葉 三菱UFJ 信託銀行株式会社
藤本　舞 株式会社みずほ銀行
宝水　裕圭里 東海東京証券株式会社
星　洋紀 株式会社NTTドコモ
洞口　司 岐阜県信用農業協同組合連合会
堀内　芳彦 三井住友海上あいおい生命保険株式

会社
本江　志帆 三菱UFJ 国際投信株式会社
本田　宗基 SMBC日興証券株式会社
本田　亮太 大和証券株式会社
本堂　俊樹
舞鴫　優志朗 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
前田　俊輔
正木　奈緒
増田　紀彦 SMBC日興証券株式会社
増田　洋行 伊藤忠商事株式会社
松尾　貴子 大和証券株式会社
松倉　寿
松澤　弘太 株式会社日本格付研究所
松下　史幸 株式会社横浜銀行
松嶋　範尚
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　　　一 般 会 員

○退会・会員資格喪失（2021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 安藤　敬明 小林　奈央 二田水　伸輔 渡辺　浩二

今西　晋嗣 田村　博 日野　景介
久保田　祐介 新野　勇慈 二口　義久
栗原　剛 西村　圭子 松永　圭司

個人賛助会員 三井　克仁

松永　皓
松原　弘樹 三井住友海上火災保険株式会社
松本　英樹 株式会社格付投資情報センター
松本　政和 株式会社佐賀銀行
松山　真也 東海東京証券株式会社
松山　太一 野村證券株式会社
的場　信吾
圓井　希 株式会社QUICK
三垣　祐也 野村證券株式会社
三澤　朗 野村證券株式会社
水谷　明日香
水野　紘志 株式会社ジェーシービー
溝渕　高信 SMBC日興証券株式会社
南竹　直樹 大和証券株式会社
源　修二 野村證券株式会社
宮川　季之
宮國　洋平
宮澤　理沙子 三菱UFJ 信託銀行株式会社
宮田　郁也 野村證券株式会社
宮本　真介 株式会社りそな銀行
三好　将太 サムティアセットマネジメント株式

会社
三好　暢 みずほ証券株式会社
三輪　剛也 株式会社KPMG�FAS
武藤　光平 株式会社新生銀行
村井　俊範 野村證券株式会社
村瀬　渉 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
村田　洋佑
目黒　亮 株式会社三菱UFJ 銀行
本川　美登里 野村證券株式会社
百瀬　晴経 第一生命保険株式会社
森　大輔 SMBC日興証券株式会社
森田　太栄 武蔵野銀行
森根　達也
森本　立成 株式会社CHCPホームナーシング
八木　哲生 株式会社大和証券グループ本社
八代　大輔 野村證券株式会社
矢代　憲史

安塚　大輝 SMBC日興証券株式会社
矢田　祐基 マネックスグループ
矢内　択弥 大和証券株式会社
柳　正樹 SMBC日興証券株式会社
矢吹　正太郎
山口　隆弘
山口　隆行 浜松磐田信用金庫
山口　史人 大和証券株式会社
山崎　穂岳 大和証券株式会社
山崎　貴史 株式会社アークライズ
山崎　成文 野村證券株式会社
山田　英明 株式会社七十七銀行
山本　恵太郎 野村證券株式会社
山本　尉史 大和証券株式会社
山本　夏子
山本　渉
横田　浩輝 大和証券株式会社
横水　伸次
横山　圭史 野村證券株式会社
横山　尚弘
吉岡　大樹 株式会社京都銀行
吉田　美穂子 スパークス・アセット・マネジメン

ト株式会社
吉田　侑生 富国生命保険相互会社
吉原　卓志 アズビル株式会社
吉峰　瑠星 伊藤忠商事株式会社
吉村　礼
善本　将弘 野村證券株式会社
米子　昌希 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社
米川　誠 株式会社大和総研
若尾　彬
脇田　貴文 野村證券株式会社
脇田　浩樹 日興アセットマネジメント株式会社
渡辺　光太郎 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
渡辺　成彦
和田　啓太 みずほ証券株式会社
和田　淳一郎 SMBC日興証券株式会社

Lam　Yick�Man
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＜上記以外＞
検定会員 浅原　大介 黄田　和宏 難波　公司 向井　將貴

石川　裕之　12151 佐藤　克典 新坂　敏夫 森田　里紗
稲葉　和彦 鈴木　弦騎 平出　重浩
大本　博士 中村　勝 文野　政和

法人賛助会員 株式会社YUMEキャピタル

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 冨永　敦生

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 朝倉　赳 古賀　裕毅 寺川　康隆 松永　宣夫

足立　匡志 小林　大 寺田　誠 松村　卓朗
石井　穂高 小室　英雄 戸張　義久 松本　和彦
泉谷　信吾 斉藤　新太郎 土井　俊祐 松行　大志
市川　賢伍 斉藤　雅人 内藤　忍 三島　淳志
伊東　美穂 坂井　義章 仲野　昭 三ツ堀　康代
伊納　健太 坂口　誠 中村　健太郎　37013 光宗　克彦
今西　徹 佐々木　敦也 中村　英彦 森　隆之
今村　宗 佐々木　一穂 中村　守雄 森　真人
岩崎　海吾 佐々木　幹太 成田　彩夏 森本　祐貴
岩田　成記 佐藤　篤郎 西澤　龍 康村　衣美
植田　將二朗 猿渡　琢哉 西松　宏一郎 山内　誠司
上村　滋男 柴田　雅弘 白田　圭助 山岡　和雅
梅津　淳一 下里　裕吉 濱野　智 山崎　勝弘
大塚　梨絵 杉村　政志 林　信秀 山田　泰
岡野　央 鈴木　博詞 平井　隆之 山邉　正人
小川　幸三 須藤　亮平 平岡　聖矢 山本　秀至
澳　敬夫 諏訪　勇一 廣田　泰久 湯本　康弘
奥田　幸生 関　和也 福岡　隆治 横倉　和貴
奥田　武充 関屋　昌旭 福澤　信行 吉井　修
桶川　剛 高田　紳 福田　弘明 若井　祐介
夏　明晨 竹内　忍 福田　靖子 若林　智信
加治　諒 竹内　寛 藤沢　勇人 渡辺　浩一
金井　一晃 竹中　裕之 藤田　晃司 和山　正則
川戸　英知 谷脇　健一 北條　勝康
木村　奈保子 玉木　健太郎 星野　実
窪田　清 鶴田　厚志 松古　樹美

個人賛助会員 神原　大介

○会員状況（2021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

27,904 （27,831） （73） 200 155 （126） （29） 28,259�
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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電子ブック閲覧、論文ダウンロード、多機能型検索システム利用（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


