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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▲

�第518回理事会を開催しました
　11月15日（火）に第518回理事会が開催され、以下の事項について決議及び報告が行われました。

【決議事項】

　議案　各種委員会の効率的な運営のための規程の改正

【報告事項】

　2022年度上期事業実績概要

　詳細は、当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲
�2023年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受
け付けています

　2023年３月11日（土）に実施されるCIIA試験の申込期間は、2022年12月１日から同31日までです。

CIIAは、国際的に活躍できる証券アナリストの育成を目的とする「国際公認投資アナリスト協会

（ACIIA）」が運営しています。

　当協会が実施するCIIA試験（年１回・３月のみ、日本語で受験可能）を受験できるのは、CMAの

みです。是非、この機会に資格取得にチャレンジされることをお勧めします。

   「CIIA資格をもっと詳しく」はこちらから

   「CIIA資格のメリット」はこちらから

協会だより1
１．お知らせ：第518回理事会を開催／ 2023年３月CIIA（国際公認投資アナリスト）試験の

申し込み受付
２．トピックス：2022年CMA（証券アナリスト）第１次秋試験の結果を公表／四半期開示の

見直しに関するアンケートの結果を公表／「地区交流会」の活動状況／講演会の動画／講
演要旨

３．理事・委員・会員の異動

https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/index.html
https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/merit/index.html
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２．トピックス▲

�2022年CMA（証券アナリスト）第１次秋試験の結果を公表しました
　2022年10月に実施したCMA（証券アナリスト）第１次秋試験（プログラム改定後２回目の試験）

の受験者数は、３科目延べ5,107名（昨年秋試験7,161名）、合格者数は2,402名（同3,851名）、合格

率は47.0％（同53.8％）でした。

▲

�四半期開示の見直しに関するアンケートの結果を公表しました
　2022年度の金融庁金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（以下、DWG）では、

四半期開示の見直しについて審議しています。四半期開示の見直しは、利用者であるアナリスト・投

資家の実務への影響が極めて大きいため、当協会のディスクロージャー研究会と企業会計研究会は、

DWGにおいて検討されるであろう論点のいくつかについて、アンケートを実施し、2022年10月７日

に「四半期開示の見直しに関するアンケートについて」を公表しました。

　詳細は、下記ボタンからご覧ください。

▲

�「地区交流会」の活動状況について
○東北地区交流会（仙台シンポジウム）
・開催日時　：11月２日（水）18:00 ～ 19:30

・講演テーマ：

　「クレジット市場から見た2023年の世界経済・日本経済展望」

・講　師　　：�中空麻奈氏　CMA・CIIA�

BNPパリバ証券株式会社　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

・参加者　　：79名

　待望の会場開催となり、当協会会員をはじめ多くの方々にご参加いただきました。

   「試験データ」はこちらから

   「詳細」はこちらから

https://www.saa.or.jp/cma_program/cma1/data/index.html
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/opinion/index.html
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▲

�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①�第37回日本証券アナリスト大会「パーパス経営の実践―アナリストの役割は何か―」（10月14日開
催）

　「開会の辞、受賞者・受賞企業の紹介、閉会の辞」
　　小池広靖　CMA（日本証券アナリスト協会　会長）

　　川北英隆　CMA（証券アナリストジャーナル編集委員会　委員長）

　　許斐潤　CMA（ディスクロージャー研究会　座長）

　　渡辺英克（大会実行委員長）

　記念講演Ⅰ「資本主義から志本主義へ」
　講師：名和高司氏（京都先端科学大学　教授、一橋ビジネススクール　客員教授）

　記念講演Ⅱ「生活者（SEIKATSUSHA）共創社会の実現に向けて」
　講師：櫻田謙悟氏（SOMPOホールディングス　グループCEO　取締役　代表執行役会長）

　パネル・ディスカッション「パーパス経営の実践―アナリストの役割は何か―」
　パネリスト：

　　酒井幹夫氏（不二製油グループ本社　代表取締役社長）

　　内藤晴夫氏（エーザイ　取締役　兼　代表執行役CEO）

　　中神康議氏　CMA（みさき投資　代表取締役社長）

　モデレーター：

　　丹羽真理氏（アイディール・リーダーズ　共同創業者／CHO）

②「インフレ後の世界経済―論点整理と2023年の景気展望―」（10月26日収録）
　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）

③「日本の長期経済停滞からの脱却」（10月28日収録）
　講師：小林慶一郎氏（慶應義塾大学　経済学部　教授）

④＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第２回＞
　「サステナビリティ開示革新と企業価値」（11月１日収録）
　講師：加賀谷哲之氏（一橋大学大学院　経営管理研究科　教授）

⑤＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第３回＞
　「GPIFのESG投資と気候変動リスク・機会分析について」（11月４日収録）
　講師：�塩村賢史氏　CMA（年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）　投資戦略部次長　チーフス

トラテジスト／市場運用部次長　ESGチームヘッド）

⑥「先進国経済の構造変化と長期化するインフレ～幕を開ける高金利時代」（11月11日収録）
　講師：�白川浩道氏（クレディ・スイス証券　マネージング・ディレクター　取締役兼副会長　経済

調査本部長）

⑦「2023年為替相場見通し―ドル高と円安の転換点を探る」（11月17日収録）
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　講師：�佐々木融氏　CMA（JPモルガン・チェース銀行　東京支店　市場調査本部長　マネジング

ディレクター）

◆�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、下

記ボタンから視聴できます。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①�第37回日本証券アナリスト大会「パーパス経営の実践―アナリストの役割は何か―」（10月14日開
催）

　記念講演Ⅰ「資本主義から志本主義へ」
　講師：名和高司氏（京都先端科学大学　教授、一橋ビジネススクール　客員教授）

　記念講演Ⅱ「生活者（SEIKATSUSHA）共創社会の実現に向けて」
　講師：櫻田謙悟氏（SOMPOホールディングス　グループCEO　取締役　代表執行役会長）

②「インフレ後の世界経済―論点整理と2023年の景気展望―」（10月26日収録）
　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）

③「日本の長期経済停滞からの脱却」（10月28日収録）
　講師：小林慶一郎氏（慶應義塾大学　経済学部　教授）

④＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第２回＞
　「サステナビリティ開示革新と企業価値」（11月１日収録）
　講師：加賀谷哲之氏（一橋大学大学院　経営管理研究科　教授）

⑤＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第３回＞
　「GPIFのESG投資と気候変動リスク・機会分析について」（11月４日収録）
　講師：�塩村賢史氏　CMA（年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）　投資戦略部次長　チーフス

トラテジスト／市場運用部次長　ESGチームヘッド）

⑥「先進国経済の構造変化と長期化するインフレ～幕を開ける高金利時代」（11月11日収録）
　講師：�白川浩道氏（クレディ・スイス証券　マネージング・ディレクター　取締役兼副会長　経済

調査本部長）

◆�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、下記ボタンから無

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。

   「動画」はこちらから

   「要旨」はこちらから

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoSearch.do
https://www.saa.or.jp/dc/event/apps/seminar/SeminarSummaryShowList.do?goInput=&year=
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３．理事・委員・会員の異動（敬称略）▲

�理事の異動（11月９日）
退　任　　　　渥　美　恭　弘　　日本証券アナリスト協会　常務理事（代表理事）

▲

�委員の異動
○カリキュラム委員会（10月31日）
退　任　　　　石　坂　昌　美　CMA

○試験委員会（10月31日）
退　任　　　　石　坂　昌　美　CMA

○基礎教育委員会（10月31日）
退　任　　　　矢　野　　　学　　日本証券アナリスト協会　CMA

○CMAプログラム見直しに関するワーキンググループ（10月31日）
退　任　　　　石　坂　昌　美　CMA

　教育関係委員会（試験委員会を除く）委員の任期が10月末をもって満了となりましたので、次の

方々が改めて委員に委嘱されました（任期は２年、○印は新任）。

○証券アナリスト教育委員会（11月１日）
委員長　　　　大日方　　　隆　　東京大学

委　員　　 〇 秋　葉　賢　一　　早稲田大学

　同　　　　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　同　　　　　砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

　同　　　　　加　藤　康　之　　京都先端科学大学／京都大学　CMA

　同　　　　　榊　原　茂　樹　　神戸大学

　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

　同　　　　　芹　田　敏　夫　　青山学院大学

　同　　　　　成　瀬　順　也　　大和証券　CMA

　同　　　　　増　川　道　夫　　CRD協会

� 以上10名

○カリキュラム委員会（11月１日）
委員長　　　　大日方　　　隆　　東京大学
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委　員　　　　砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

　同　　　　　加　藤　康　之　　京都先端科学大学／京都大学　CMA

　同　　　　　木　村　　　哲　　明治大学　CMA・CIIA

　同　　　　　榊　原　茂　樹　　神戸大学

　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

　同　　　　　芹　田　敏　夫　　青山学院大学

　同　　　　　高　橋　文　郎　　青山学院大学　CMA

　同　　　　　辻　山　栄　子　　早稲田大学

　同　　　　　西　岡　明　彦　　りそなアセットマネジメント　CMA・CIIA

　同　　　 〇 藤　岡　長　道　　FJRC　CMA

� 以上11名

○試験管理委員会（11月１日）
委員長　　　　増　川　道　夫　　CRD協会

委　員　　　　神　津　多可思　　日本証券アナリスト協会　CMA

　同　　　　　小　沼　泰　之　　東京証券取引所　CMA

　同　　　　　杉　江　　　潤　　投資信託協会

　同　　　　　増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所

� 以上５名

○国際試験委員会（11月１日）
委員長　　　　砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

委　員　　　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　同　　　　　荒　田　映　子　　慶應義塾大学

　同　　　　　伊　藤　敬　介　　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　CMA・CIIA

　同　　　　　大　雄　　　智　　横浜国立大学

　同　　　　　大　橋　和　彦　　一橋大学／東京工業大学

　同　　　　　大　森　孝　造　　大阪経済大学　CMA

　同　　　　　川　北　英　隆　　京都大学　CMA

　同　　　　　北　川　哲　雄　　青山学院大学／東京都立大学

　同　　　　　後　藤　順一郎　　アライアンス・バーンスタイン　CMA・CIIA

　同　　　 〇 塩　路　悦　朗　　一橋大学

　同　　　　　高　橋　文　郎　　青山学院大学　CMA

　同　　　　　Ronald�E.�Copley　Copley�Investment�Management

� 以上13名
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○基礎教育委員会（11月１日）
委員長　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

委　員　　　　金　崎　芳　輔　　東北大学

　同　　　　　三　浦　哲　也　　クレディ・スイス証券　CMA

� 以上３名

○セミナー企画委員会（10月31日）
退　任　　　　澤　嶋　裕　希　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA

○産業研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇は

新任）。

座　長　　　　許　斐　　　潤　　野村證券　CMA

委　員　　　　遠　藤　　　宏　　みずほ銀行

　同　　　　　河　村　哲　孝　　明治安田生命保険

　同　　　　　佐　藤　和佳子　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　同　　　　　勅使河原　　充　　朝日ライフアセットマネジメント　CMA

　同　　　 〇 松　本　宗　寿　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　村　松　高　明　　SMBC日興証券

　同　　　　　森　田　正　司　　岡三証券　CMA

　同　　　　　吉　田　亮　平　　大和証券　CMA

　同　　　　　渡　辺　英　克　　みずほ証券

� 以上10名

退　任　　　　澤　嶋　裕　希　CMA

○ディスクロージャー研究会
・専門部会（10月21日）

（建設・住宅・不動産）

　退　任　　　前　川　健太郎　　野村證券　CMA

　就　任　　　福　島　大　輔　　野村證券　CMA

　　〃　　　　山　口　啓　朗　　大和アセットマネジメント　CMA

（銀行）

　就　任　　　松　野　真央樹　　みずほ証券

（個人投資家向け情報提供）

　退　任　　　池　田　恵　太　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA
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　就　任　　　田　村　弘　治　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券

○企業会計研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（○は

新任）。

座　長　　　　小宮山　　　賢　　早稲田大学大学院

委　員　　　　井　口　譲　二　　ニッセイアセットマネジメント　CMA

　同　　　　　伊　藤　敏　憲　　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　CMA

　同　　　　　大　瀧　晃　栄　　SMBC日興証券　CMA

　同　　　 ○ 大　畠　彰　雄　　野村アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　窪　田　真　之　　楽天証券　CMA

　同　　　　　後　藤　　　潤　　格付投資情報センター

　同　　　　　辻　野　菜　摘　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　同　　　　　平　井　直　樹　　野村證券　CMA

　同　　　 ○ 藤　野　大　輝　　大和総研　CMA

　同　　　　　吉　井　一　洋　　大和証券グループ本社　CMA

　同　　　　　米　山　正　樹　　東京大学大学院

� 以上12名

退　任　　　　岩　部　俊　夫　CMA

　　　　　　　熊　谷　五　郎　CMA

○サステナビリティ報告研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（○は

新任）。

座　長　　　　井　口　譲　二　　ニッセイアセットマネジメント　CMA

委　員　　　　加　藤　　　晃　　東京理科大学大学院

　同　　　　　菊　池　勝　也　　東京海上アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　木　村　祐　基　　スチュワードシップ研究会　CMA・CIIA

　同　　　　　後　藤　　　潤　　格付投資情報センター

　同　　　 ○ 芹　口　尚　子　　野村證券　CMA

　同　　　　　鷹　羽　美奈子　　アセットマネジメントOne

　同　　　　　中　空　麻　奈　　BNPパリバ証券　CMA・CIIA

　同　　　　　森　　　洋　一　　日本公認会計士協会

� 以上９名
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▲

�会員の異動
○新入会者（2022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
相田　隼人 野村アセットマネジメント株式会社
赤城　大 BofA 証券株式会社
安達　和良 株式会社足利銀行
阿野　晃大 双日株式会社
阿部　京介 株式会社商工組合中央金庫
安部　栞里
阿部　聖也 株式会社りそな銀行
阿部　史晃 野村アセットマネジメント株式会社
荒木　隆宏 東京ガス株式会社
アルダマ　明喜
安東　高広
飯島　亮太
飯田　正浩 明治安田生命保険相互会社
飯山　友規
石岡　遼 広島県信用農業協同組合連合会
石黒　雄大
石阪　友貴 株式会社東洋経済新報社
石田　安里紗 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
石戸谷　厚子 大和証券株式会社
石原　悠 株式会社山陰合同銀行
石橋　未来 株式会社大和総研
井路端　一寛 幡多信用金庫
泉　賢太朗 株式会社ゆうちょ銀行
一井　純
市川　裕
井出　宏樹 株式会社みずほ銀行
伊藤　経秀 三井住友信託銀行株式会社
伊藤　謙司
伊東　謙太 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
井上　毅 株式会社三菱UFJ 銀行
井上　与志也 理研ビタミン株式会社
井原　優太
岩船　佑希 三井住友信託銀行株式会社
上田　賢志
植村　大八 株式会社ゆうちょ銀行
臼井　聡大 株式会社あおぞら銀行
内田　拓也 三井住友信託銀行株式会社
宇津木　秀隆 株式会社群馬銀行
江口　拓紀
榎峠　弘樹
遠藤　高広 野村證券株式会社
王　一凡 株式会社みずほ銀行
大麻　彩
大河原　亮 株式会社三菱UFJ 銀行
大崎　侑見 三条信用金庫
大沢　崇 株式会社QUICK
大澤　陽平 農林中央金庫
大塚　朝日 株式会社三菱UFJ 銀行
大塚　伸治
大塚　達郎 マーシュジャパン株式会社
大西　良香
大野　玄磨 ポート株式会社
大橋　満帆 東京応化工業株式会社
大橋　洋介 三井住友信託銀行株式会社

大廣　一貴 株式会社北海道共創パートナーズ
大森　菜三恵 上田八木証券株式会社
大山　慎吾 フィデアホールディングス株式会社
岡田　栄司 株式会社伊予銀行
岡田　美由紀 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
岡田　吉弘
岡野　豪 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
岡本　伸一 株式会社三井住友銀行
尾形　圭亮 株式会社かんぽ生命保険
尾形　小百合 住友生命保険相互会社
興村　和樹 みずほ証券株式会社
尾崎　恵美 経済産業省
小野　岳児 小野薬品工業株式会社
小野　菜摘 株式会社東邦銀行
小野　友輔 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
小濱　享史 みずほフィナンシャルグループ
尾股　正寿 株式会社りそな銀行
廻谷　大和 株式会社日本カストディ銀行
郭　遠芳 住友生命保険相互会社
景山　健太 三井住友信託銀行株式会社
影山　成哉 大和証券株式会社
影山　芙美子
梶　貴紘 上田八木証券株式会社
梶　嘉春 三井住友信託銀行株式会社
春日　悠弥 株式会社三菱UFJ 銀行
片岡　勉
加藤　善貴 株式会社かんぽ生命保険
加藤　竜成 三菱UFJ 国際投信株式会社
金澤　翔 株式会社新生銀行
金田　章 株式会社岩手銀行
金當　桂彌 株式会社三井住友銀行
鹿又　仁輝
上口　聖人 野村アセットマネジメント株式会社
神谷　脩士 野村アセットマネジメント株式会社
河越　正羽 丸紅株式会社
川崎　一平 株式会社北洋銀行
河原　紳雄 株式会社三菱UFJ 銀行
神田　直仁 野村證券株式会社
菊地　弘晃
菊池　正尚
岸　竜也 東日本高速道路株式会社
岸　諒平 株式会社鳥取銀行
北川　善貴
北原　康暉
喜多見　隆史 株式会社三井住友銀行
木村　淳一 丸三証券株式会社
木村　剛志
木村　裕平 株式会社みちのく銀行
日下部　瑞季 三井住友信託銀行株式会社
楠田　恵
工藤　正孝
熊谷　達也 三菱HCキャピタル株式会社
雲津　英明 株式会社小田急フィナンシャルセンター
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倉島　弥生 野村アセットマネジメント株式会社
黒岩　慎太郎 野村證券株式会社
黒田　雄介 株式会社武蔵野銀行
黒林　弘輔 SMBC日興証券株式会社
桑山　泰典 第一生命保険株式会社
小池　新弥 三井住友信託銀行株式会社
小崎　隼 明治安田アセットマネジメント株式

会社
小滝　昌則
兒玉　恭輔 マネックスアセットマネジメント株

式会社
兒玉　俊一 株式会社静岡銀行
小寺　知歩
此村　智英
小林　敦
小林　周史
小林　泰士 Mitsui�&�Co.�(Asia�Pacific)�Pte.�Ltd.
小林　佑亮
小柳　実咲
柴　建 日本毛織株式会社
斎藤　和宏 パナソニックホールディングス株式

会社
齋藤　賢斗 株式会社三菱UFJ 銀行
齋藤　譲一 株式会社みずほ銀行
齊藤　祐介
齋藤　理奈 株式会社日本総合研究所
坂田　惠未
坂野　勝 サーチファーム・ジャパン株式会社
佐々木　宣彦
佐藤　一哉 大和証券株式会社
佐藤　純ノ介 三井住友信託銀行株式会社
佐藤　卓也 株式会社池田泉州銀行
佐藤　竜朗
佐藤　悠 三井住友海上火災保険株式会社
澤木　則宏 株式会社百五銀行
澤田　有衣 ちばぎん証券株式会社
澤登　雅弘
塩川　裕貴 株式会社池田泉州銀行
設樂　大伍 ソニー銀行株式会社
四宮　皓之
柴崎　哲也 総務省
柴田　則幸
白石　修一 三井住友海上火災保険株式会社
白坂　昴 株式会社かんぽ生命保険
城山　雄介
新川　かほり SMBC日興証券株式会社
菅　乾道 大和証券株式会社
鈴木　あかり みずほ証券株式会社
鈴木　亮大 SMBC日興証券株式会社
関山　悠 株式会社福岡銀行
XUE　YUDONG 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
副島　直和 株式会社南都銀行
高尾　篤弥 ソニーグループ株式会社
高橋　賢 株式会社みずほ銀行
高橋　千尋 トーア再保険株式会社
高橋　直人 株式会社ベイカレント・コンサルティ

ング
高橋　裕太郎 みずほ証券株式会社
高橋　有希子 BNPパリバ・アセットマネジメント

株式会社
高見　洋平

高山　有紗 野村アセットマネジメント株式会社
竹本　翔 双日株式会社
立部　有吾 三菱商事株式会社
棚井　淑一 Challenger 株式会社
田中　幹也 大阪府信用農業協同組合連合会
田中　陽 Marubeni� SuMiT�Rail� Transport�

Inc
谷　安紘 大和証券株式会社
谷中　聡 SMBC日興証券株式会社
谷本　有紀
田原　幸樹
玉井　健太
田山　大祐 野村證券株式会社
丹野　俊 株式会社西武ホールディングス
筑後　恭平 第一生命保険株式会社
千脇　義輝 金融庁
塚田　肇 いちよし証券株式会社
塚原　悠平
塚本　直樹 株式会社みずほ銀行
辻本　菜那 SMBC日興証券株式会社
土谷　亘 公益財団法人みやぎ産業振興機構
都築　隆 野村アセットマネジメント株式会社
角田　晃将 SMBC日興証券株式会社
坪井　悠祐
積田　仁
徳田　拓洋 株式会社エックスネット
富岡　真宏 丸三証券株式会社
冨永　正樹 株式会社みずほ銀行
豊田　基嗣 豊田公認会計士事務所
豊田　奈央 三井住友信託銀行株式会社
内藤　雅夢 株式会社八十二銀行
中尾　晃大 損害保険ジャパン株式会社
中川　政毅 朝日生命保険相互会社
中川　雄一 大阪府信用農業協同組合連合会
中島　洋
中島　康介
中島　正史
中島　佳樹 アセットマネジメントOne 株式会社
中田　喜之 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
中村　岳人
中村　智哉 株式会社武蔵野銀行
中村　匡志 みずほ証券株式会社
永井　裕 三井住友信託銀行株式会社
長岡　紘史 年金積立金管理運用独立行政法人
永嶋　彰代嗣 三井住友トラスト・インベストメン

ト株式会社
永友　翔大 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
永野　究 三井住友信託銀行株式会社
柳楽　晃洋
成尾　俊亮 株式会社三菱UFJ 銀行
縄田　卓志
西　佑樹 西佑樹税理士事務所
西川　哲也 エイベックス・クリエイター・エー

ジェンシー株式会社
西野　達也 株式会社みずほ銀行
西村　洋輝 株式会社三菱UFJ 銀行
二瓶　幸作 農林中央金庫
沼田　薫 野村ホールディングス株式会社
野村　弘一郎 SMBC日興証券株式会社
橋口　理 大同生命保険株式会社
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橋本　裕一
初谷　和晃 GCMインベストメンツ株式会社
濱村　健大 株式会社みずほ銀行
林　佳 岡崎信用金庫
林田　英剛 旭化成株式会社
原　慎太郎 三井住友信託銀行株式会社
原　寛和 住友商事株式会社
原田　歩実 株式会社西日本シティ銀行
原田　倫絵 三井住友信託銀行株式会社
東谷　弘昭 株式会社りそな銀行
久田　湧士
平井　岬 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社
平松　尚也 日本電産株式会社
平松　三樹太 株式会社三菱UFJ 銀行
平松　梨紗 野村證券株式会社
平山　智基 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
広島　良佑 三井住友信託銀行株式会社
深瀬　祥平
福田　直人 株式会社横浜銀行
福本　瞳 三井住友信託銀行株式会社
藤井　美和 PwC�Japan�合同会社
藤井　祐介 The�University�of�Chicago�Booth�

School�of�Business
藤田　直輝 野村證券株式会社
藤本　尚 東京センチュリー株式会社
藤本　憲哉 岡三アセットマネジメント株式会社
古田　浩章 富国生命保険相互会社
古本　幸平 野村證券株式会社
堀田　祐人 株式会社日立製作所
堀　光将 SBI リクイディティ・マーケット株

式会社
堀川　真人
本郷　匠 FFG証券株式会社
本部　英彦 Ｊトラスト株式会社
本間　健一 三井住友海上火災保険株式会社
牧野　紘之 第一生命保険株式会社
真下　明剛
益田　知樹 エー・アイ・キャピタル株式会社
松居　俊宏 日鉄ソリューションズ株式会社
松浦　勇佑 丸三証券株式会社
松尾　健司 株式会社 IHI
松島　昇 ニチレキ株式会社
松田　拓也
松本　亜利紗
松本　一宏 けやき税理士法人
松本　和也 株式会社広島銀行
真中　悠佑 三菱UFJ 信託銀行株式会社
真鍋　孝弘 三井住友信託銀行株式会社
真野　英梨子 オリックス生命保険株式会社
丸山　時生
丸山　智行 労働金庫連合会
三浦　剛 大和証券株式会社
右田　淳一 三井住友信託銀行株式会社
水野　秀平 有限会社ミズノ・ライフプランニン

グ
道角　徹也 株式会社三菱UFJ 銀行
光岡　梨恵 みずほ信託銀行株式会社
水戸　丈嗣 野村證券株式会社
南島　圭輔 三井住友 DS アセットマネジメント

株式会社

三原　大輝 楽天投信投資顧問株式会社
三原　知佳 野村アセットマネジメント株式会社
宮内　優 SMBC日興証券株式会社
宮嵜　理恵 DBJ アセットマネジメント株式会社
宮地　誠生 幡多信用金庫
宮田　一毅 株式会社三井住友銀行
宮本　知弥 株式会社りそな銀行
村上　瑞樹 有限責任監査法人トーマツ
望月　翔平 山梨県信用農業協同組合連合会
森　浩司 大樹生命保険株式会社
森川　英明 株式会社みずほ銀行
守崎　美佳 みずほ証券株式会社
森田　勲 株式会社南都銀行
森田　一
守安　賢一 株式会社トマト銀行
諸井　美佳 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
矢後　龍太郎 SMBC日興証券株式会社
矢崎　友馬
安井　明美 デロイトトーマツコンサルティング

合同会社
柳迫　謙 株式会社アイ・アールジャパン
柳澤　千尋 株式会社三井住友銀行
柳谷　雄太 株式会社青森銀行
山上　寛人
八巻　高之 株式会社日経 BP
山岸　敏男 SMBC日興証券株式会社
山崎　正太郎 しんきん証券株式会社
山崎　友也
山嵜　祐貴 日本生命保険相互会社
山下　順史 第一生命保険株式会社
山田　善太郎 立花証券株式会社
山田　由佳
山中　裕二 FPオフィスVoyage
山道　卓郎 三井住友海上あいおい生命保険株式

会社
山本　輝 株式会社ダイヤモンド社
山本　和弘 播州信用金庫
山本　祥三 株式会社みずほ銀行
山谷　紀代美 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
横山　正剛
吉井　信雄 東京海上日動火災保険株式会社
吉田　周平 株式会社七十七銀行
吉田　峻 株式会社海外交通・都市開発事業支

援機構
吉田　大貴 株式会社三井住友銀行
吉田　龍也 東海東京証券株式会社
吉屋　裕貴
依田　直也 三井住友信託銀行株式会社
米原　啓
笠　智貴 三井住友信託銀行株式会社
渡邉　晃彦
渡邊　幸重 日本工営株式会社
渡邉　淳一郎 三井住友信託銀行株式会社
渡辺　史雄 SMBC日興証券株式会社
渡邉　雅仁
和田　香織 株式会社みずほ銀行
和田　健太 三井住友信託銀行株式会社
和田　直樹 しんきんアセットマネジメント投信

株式会社
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○退会・会員資格喪失（2022年10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 青木　弘行 大石　祐希 竹花　淳一 山岸　正明　3081

浅越　誠司 佐々井　達郎 知念　優樹 吉田　圭佑　33647
池田　敏男 実藤　俊也 難波　元
石田　祐樹 田口　克一郎 八幡　興米三

＜上記以外＞
検定会員 岩見　忍 及川　太一 木村　直登 福嶋　敏

○会員状況（2022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

28,686� （28,617） （69） 196 148 （122） （26） 29,030
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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


