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11月29日 秋のゴルフコンペ
会場：高坂カントリークラブ 岩殿コース

1月29日 新年会
会場：アンジェロコート東京

2月17日 総会
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール

2月24日 稲門アカデミー：
『心理学的「見た目」論』
会場：早稲田大学ファイナン
ス研究科 ホール

もはや特異日と言われる程に晴天率の高
いファイナンス稲門会ゴルフコンペ。今年
も絶好のゴルフ日和の下、総勢18名によ
る熱戦が繰り広げられました。

第13回総会が日本橋キャンパスで行われ

ました。記念講演は元外交官で東宮侍従も
務められた竹元正美氏による『外交の重要
性と最近の国際情勢』。最後はお約束の応
援部のエールで〆。

恒例となった八重洲の

アンジェロコート東京での
新年会。着席ブッフェスタ
イルでゆったりと絶品イタ
リアンをいただきながら、
新年を祝いました。 運営

委員お勧めの本のプレゼ
ントもあり、ゴージャスな
2時間でした。

埼玉女子短期大学教授の山
田雅子氏を講師に迎え「見
た目が良い」とはどういうこと
なのか、心理学的な視点か
ら考えました。

さて、『人は見た目が全てな
のか？』という問いの答えは
如何に！？
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3月2日 稲門アカデミー：
『BigData研究会
～大量のパテント情報からオーシャンを探せ～』
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール

3月12日 女子会企画：出井伸之氏講演
『2025年を見据えた人生のリポジショニ
ング戦略』
会場：株式会社QUICK 会議室

（日本橋三井タワー14F）

3月15日 第5回六大学(慶應・上智・東
京・東京工業・一橋・早稲田)卒業生合同
交流会
会場：如水会館

VALUENEX代表取締役CEO、中村達生氏を
講師に迎えてのBigData勉強会。『大量のパ

テント情報からブルーオーシャンを探せ』とい
うテーマで、BigDataの中でも、非構造データ

の分析結果を可視化する先進事例をご紹介
頂きました。

クオンタムリープCEO, 元ソニー株式会社
CEO兼会長の出井伸之氏による講演会が

開催されました。講演後は出井氏と直接
お話しいただける懇親会がございました。

なぜ日本の製造業が駄目になったのか、
日本ではインターネットで産業を作れてい
ない、一億総活躍よりも新しい産業を作る
べきだ。今後は労働集約から知的集約に
すべき。など、強力なメッセージをいくつも
いただきました。

大学卒業生間のネットワーク活性化を目的と
した、毎年大人気の交流会です。川田会長
が御挨拶されました。参加者210名のなかで
も、早稲田卒の参加者数は断トツでした！

3月18日 Forbes Japan編集長（前 PIMCO 
JAPAN 取締役社長）高野真氏を囲んでの昼
食会

アトミックスメディア代表取締役CEO でいらっ

しゃる高野真さんを囲んで、昼食会を開催し
ました。

人を大切にするからこそ、人が集まってくる。
そして、そこに自然とビジネスが生まれる…。
あっという間の90分でしたが、高野さんの魅
力と人柄が存分に感じられた時間でした！



✓設立 2004年3月
✓会員数 1,200名超。

数万の稲門会の中でも最大級です。
鎌田総長から、活発な稲門会であるとのコメントも頂いております。

年間イベント回数（2015年例）
✓無料イベント 41回（会員限定24回、オープンイベント17回）
✓有料イベント 14回（会員限定9回、オープンイベント4回）
✓会員は優待価格（イベント参加費用1,000～26,000円）

組織

イベント・入会メリット
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卒業年度別にみる会員の割合

～1979年

1980～1989年

1990～1999年
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2010～2014年

2015年～

興味がある方は是非HPもご覧ください。
http://www.finance-tomonkai.com/
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出身大学・大学院別内訳
政治経済学部

法学部

商学部

理工学部

ファイナンス研究科修了生

ファイナンス研究科在学生

その他研究科

その他学部

稲門法曹会会報創刊号
鎌田総長コメント☟

今後の稲門会運営にあたって参考とな
る稲門会として、ファイナンス稲門会を挙
げて下さいました。

イベント告知

5月15日 春のゴルフコンペ
会場：高坂カントリークラブ

第18回ゴルフコンペの日程が決まり
ました。女性も多数参加しています。
是非、ご参加ください。

9月14日 名刺交換会・運営委員会
17時～20時30分

毎年恒例、100名以上の方が参加さ

れるイベントです。幅広い参加者層
で、異業種間の交流も深まります。

※ 過去の写真です
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ファイナンス稲門会とは？ファイナンス稲門会とは？



ネットワーク万歳
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匿名希望 大手外資系 金融機関 43歳

粟津久乃さん

荒木成則さん

2008年リーマンショック時の厳しい金融危機の際、ファイナンス稲門会の運営委員会の方からの

推薦もあって、奇跡的な転職を実現できた。この素晴らしい交流会に参加していなければ、今の
自分はなかった。

ファイナンス稲門会のおかげで、人脈の幅が一気に広がりました！通常の生活では、出会えない
素晴らしい方々と出会える！ これ程、貴重な稲門会はなかなかありません。独立系の金融商
品仲介業を営む私にとって、自分を信頼し、支えて下さる金融の方々ができたことは、本当に有
難いです。

匿名希望 独立系運用会社36歳

ファイナンス稲門会を通じて知り合った友人からアドバイスを得て、ワークシフト・ソリューションズ
（株）（https://workshift-sol.com/[workshift-sol.com] ）を立ち上げました。また、運営委員会の皆
様からの温かいご支援で、的確なアドバイスや販路拡大のサポートいただいております。

在学中には、上下せいぜい1年違いの同窓生とのつながりしかありませんでしたが、ファイナンス

稲門会に入り、ファイナンス研究科の諸先輩方はもとより、早稲田卒の重鎮とも交流ができるよ
うになりました。自身が働いている会社が小さな会社であることから、こういった外とのつながり
から得られること、諸先輩方から貴重なアドバイスや情報を得られることは、非常に大きなメリッ
トだと思います。

南澤秀俊さん 外資系金融機関42歳

2010年にファイナンス稲門会で出会った仲間と起業しました。現在、日本が誇る日本米を海外に
輸出したいという思いで、 香港で１７店舗の日本米おむすび専門店を展開しています。創業当

時、右も左も分からなかった私にとって、ファイナンス稲門会で出会った仲間や先輩からの助言・
サポートは、大変貴重な存在でした。資金調達、人材育成、店舗開発等、様々な面においてお世
話になりました。事業を成功させて、今後、自分と同じ境遇の方々に対して、少しでもお役に立つ
ことが出来ればと考えています。

匿名希望 リース

ファイナンス稲門会ゴルフコンペをきっかけに、早稲田＆ゴルフ好きの相乗効果でゴルフ仲間の
輪が拡大。自分が年を重ねてリタイアしてからも、ずっと一緒にゴルフを楽しめるような大切なゴ
ルフ仲間（早稲田仲間）を見つけることができた。

入会してよかったことは、何といっても多種多様な方々と交流をもてることです。普通の生活で
は、お会いすることのない大手企業の役員、市議会議員、弁護士などありとあらゆるメンバー
によって構成されておりますので、いろいろな知識とチャンスが溢れています。時折メンバー内
で新たなビジネスを始めたとの話があったりもします。どなたにも門戸が開かれているので、ビ
ジネスパーソンには、最適な交流の場だと思います。

匿名希望 2010年創業31歳

当稲門会HPでは、会員の方々に、ファイナンス稲門会に入って良かったと思うことをコメントして頂いて
おります！HPでも見ることができますので、是非ご一読下さい！



運営委員とワーキンググループ
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日本の金融界を代表する企業のトップを務める早稲田出身の方々です。
錚々たる企業の要職にありながら、ファイナンス稲門会の活動にも精力的に
参加して下さる、素晴らしい先輩方です。運営委員の存在は、ファイナンス稲
門会の大きな魅力のひとつです。

ファイナンス稲門会の実働部隊です。月1回、事務局に
集まって定例会議を開きます。他稲門会に比べて圧倒的な
数を誇るイベントの全ては、ここから生まれます。代表幹事
副代表幹事を中心に、それぞれの担当を持ち、企画運営を
行っています。ワーキンググループは、会員であればどなた
でも参加できます。

運営委員 ワーキンググループ

ファイナンス稲門会事務局
従来の OB・OG会とは全く異なったレベルで大学側との共同歩調実現を目指すファイナンス稲門会は、事務局を設置しています。
早稲田大学学生のアルバイトと社会人スタッフがイベントの企画と運営に携わっています。会についてのご質問など、いつでもお
気軽にご連絡ください。

事務局所在地： 東京都中央区 日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング （COREDO日本橋）7階
Tel : 03-3272-6837 (電話でのお問い合せは平日10：30～16：30の間にお願いします。)
E-mail : wfic@finance-tomonkai.com

氏名 会社名 役職・所属 卒業学部
秋山　智史 富国生命保険 取締役会長 法学部

浅井　勇介 シティグループ証券 取締役副社長 政治経済学部

明治安田生命保険相互会社 専務執行役

日本アクチュアリー会 会長

阿部　康行 住友商事 顧問 理工学部

伊東　朋宏 商学部

内山　英世 朝日税理士法人 顧問 政治経済学部

大川　嘉一郎 早稲田大学総長室 参与 商学部

樫沢　利博 東銀リース 監査役 政治経済学部

川田　憲治 富士通総研 常任顧問 商学部

川俣　喜昭 モルガンスタンレーMUFG証券 取締役会長 政治経済学部

北原　義一 三井不動産 取締役専務執行役員 政治経済学部

木住野　福寿 Olympicグループ 代表取締役副社長 商学部

清田　瞭 日本取引所グループ
取締役兼代表執行役最高経営

責任者
政治経済学部

倉重　英樹 シグマクシス 代表取締役会長兼社長 政治経済学部

蔵元　康雄
フィデリティ・ジャパン・ホール

ディングス
取締役副会長 政治経済学部

昆　政彦 スリーエム ジャパン 代表取締役副社長執行役員 アジア太平洋研究科

ブロードリンク 最高顧問

財団法人経済広報センター・メ

ディアフォーラム
委員長

事業構想大学院大学 専務理事

佐々木　順 三井住友信託銀行 常勤監査役 政治経済学部

塩田　大吾
T.ロウ・プライス・インターナショ

ナル・リミテッド
ファイナンス研究科

島田　昌幸 テレビ東京ホールディングス 相談役 政治経済学部

清水　明彦 セブン&アイHLDGS
取締役・執行役員経理部シニア

オフィサー
商学部

清水　三省 神奈川銀行 相談役 商学部

清水　喜彦 SMBC日興証券 代表取締役社長 商学部

新芝　宏之 岡三証券グループ 取締役社長 商学部

野村ホールディングス 執行役員

野村信託銀行 執行役社長

杉田　純 三優監査法人 統括代表社員 商学研究科

東日本建設業保証 専務取締役

元みずほ銀行 常務執行役員

鈴木　久仁 あいおいニッセイ同和損害保険 代表取締役副会長 商学部

アトミックスメディア 代表取締役CEO

元ピムコジャパンリミテッド 取締役社長

高橋　秀行 ステート・ストリート信託銀行 取締役会長 政治経済学部

国際文化教育協会 理事長

元外務省 駐ウルグアイ大使

谷口　健太郎 ディーコープ 代表取締役社長 理工学研究科

中澤　信雄 金融経済研究所 所長 政治経済学部

仲條　亮子 Google 執行役員 政治経済学部

中村　善二 UBS証券
代表取締役社長兼UBSグルー

プ在日代表
理工学研究科

大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長

大和証券 代表取締役副社長

萩原　忠幸 アヴァンティスタッフ 代表取締役社長 理工学部

長谷川　留美子 法学部

花堂　靖仁 早稲田大学知的資本研究会 上級顧問 商学研究科

廣渡　嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長 商学部

藤井　秀延
三菱UFJリサーチ＆コンサル

ティング
取締役社長 理工学部

宮川　和雄 トラストオービー社 代表社員 法学部

三井住友信託銀行 上席顧問

三井住友トラスト・ホールディン

グス
取締役

矢澤　洋一 日経BP 参与・元監査役 商学部

柳　良平 エーザイ 執行役 Deputy CFO 商学部

中村　比呂志

向原　潔

浅野　紀久男

三枝　稔

鳥海(眞保)　智絵

鈴木　修

高野　真

竹元　正美

商学部

政治経済学部

理工学研究科

理工学部

政治経済学部

法学部

政治経済学部

法学部

氏名 役職 会社名 卒業学部

塩田　大吾 代表幹事 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ファイナンス研究科

荒木　成則 副代表幹事 ワークシフトソリューションズ 政治経済学部

粟津　久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー ファイナンス研究科

岡野　淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ 商学部

柏崎　重人 副代表幹事 大和総研 法学部

後藤　恵美 副代表幹事 プライスウォーターハウスクーパース ファイナンス研究科

篠田　潤一 副代表幹事 共立メンテナンス ファイナンス研究科

張　海峰 副代表幹事 JT ファイナンス研究科

寺山　和久 副代表幹事 デューデリ・ソリューションズ ファイナンス研究科

中村　裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング 商学部

巻口　成憲 副代表幹事 リーウェイズ ファイナンス研究科

峯口　文治 副代表幹事 三井住友信託銀行 政治経済学部

山口　徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命保険 商学部

阿部　多恵 副代表幹事 ファイナンス稲門会事務局長 教育学部

石塚　太郎 ファイナンス研究科

泉　裕和 商学研究科

市村　文佳 メットライフ生命保険 教育学部

稲波　紀明 船井総合研究所 ファイナンス研究科

植木　務 アクサスアドバイザーズ ファイナンス研究科

植松　貴史 渥美坂井法律事務所 政治経済学部

江黒　崇史 江黒公認会計士事務所 商学部

岡田　嘉正 ‛10卒代表 QUICK ファイナンス研究科

岡田　恵美 ‛15卒代表 LCR不動産投資顧問 ファイナンス研究科

梶本　琢也 IRD Partners ファイナンス研究科

片山　典之 シティユーワ法律事務所 法学部

北原　譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政治経済学部

工藤　清美 ＦＰブラッサム ファイナンス研究科

小松　真実 ‛08卒代表 ミュージックセキュリティーズ ファイナンス研究科

齋藤　高広 フロンティア・マネジメント ファイナンス研究科

坂田　龍彦 ファイナンス研究科

澤井　康生 ‛08卒代表 海星法律事務所 ファイナンス研究科

清水　正大 ‛13卒代表 QUICK ファイナンス研究科

白井　正巳 ESGファクターズ研究所 法学部

白田　太郎 黒澤・升村・小林法律事務所 政治経済学部

角野　里奈 ‛10卒代表 リクルートホールディングス ファイナンス研究科

高野　幸子 国際会計士＆イメージコンサルタント 会計研究科

高橋　龍征 サイバーファイナンスラボ・プロジェクト ファイナンス研究科

出口　ゆう子 野村ホールディングス 教育学部

鄧　紫薇 ファイナンス研究科

遠近 朋大 QUICK ファイナンス研究科

中出　一誠 ブランシエル 政治経済学部

中島　清華 ファイナンス研究科

西内　幸士 ‛07卒代表 西内公認会計士事務所 ファイナンス研究科

西田　宗生 スカイエリア 政治経済学部

丹羽　悠木 ビジネススクール

橋本　義昭 芙蓉オートリース ファイナンス研究科

春田　かすみ 理工学研究科

蛭田　和彦 ファイナンス研究科

福田　和彦 グローバル・ネットワークス アジア太平洋研究科

牧野　竜之 ＢＮＰパリバ証券 ファイナンス研究科

松尾　洋孝 あずさ監査法人 ファイナンス研究科

松本　京子 ‛12卒代表 クレディスイス証券 ファイナンス研究科

真中　克明 QUICK ファイナンス研究科

三上　康子 ‛13卒代表 日本トラスティ・サービス信託銀行 ファイナンス研究科

南澤　秀俊 MFSインベストメント・マネジメント 理工学部

山崎　めぐみ 新光投信 社会科学部

山本　和史 ‛15卒代表 日本コムジェスト ファイナンス研究科


