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◆嘉泉田村酒造酒蔵見学会
◆第一回不動産テックセミナー
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【特集】 NFS・ファイナンス稲門会

2004 ‐発起総会

‐納涼夏祭り ゲスト：サンプラザ中野

‐セミナー&スクール

講師：蔵元康雄 渡辺正太郎 奥島孝康 藤澤義之 倉重英樹

堀江貴文 宋文州 宗吉敏彦 折口雅博

2005      ‐セミナー

「家計によるリスク・マネー供給促進策」

「新時代の資産運用ビジネス～本格化するファンド経営」

「21世紀の金融業界と必要とされる人材」

「金融政策の歴史的大転換日本の金融再編の行方」

「郵政民営化のインパクト」

「新会社法下の企業ガバナンスと価値創造」

‐新人歓迎会＆名刺交換会

2006 ‐若手交流会

‐セミナー「持続可能な日本～マーケットを拓く女性達」

‐納涼会

2007 ‐第1回ゴルフコンペ

‐セミナー「進化するアート～アートとファイナンス」

‐早慶戦観戦

‐ヘッジファンドコンファレンス

‐学生主催 ビアパーティ

‐若手交流会

2008 ‐エコファイナンス勉強会

‐新産業ベンチャー勉強会

‐キャリアデザイン勉強会

‐日本橋マーケット

‐若手交流会

‐新入生歓迎会

2009 ‐ファイナンスフォーラム

「今後の世界経済と金融市場の展開」

パネリスト：伊藤洋一 菅野雅明 高田創 安達誠司

‐運営委員を囲んでの食事会

‐ファイナンス稲門会寄付講座

Capital Markets & Institutions ~ A Global View

‐ホームカミングデー



2010 ‐ナレッジシェアリング 講師：能見公一

‐同年代交流会

‐ファイナンスフォーラム「今後の世界経済と金融市場の展開 2010」

パネリスト：伊藤洋一 菅野雅明 武者陵司 尾野功一

‐若手クリスマスパーティー

‐ホームカミングデー

2011 ‐新年会

‐若手サマーパーティー

‐マーケティング勉強会

「事業戦略を立案する、とはどういうことか?」石橋明

‐ホームカミングデー

2012 ‐若手交流会～イタリアンナイト

‐TOEIC勉強会

‐ソーシャルビジネス勉強会 講師：谷本寛治

‐マネージメント勉強会 講師：増沢隆太

‐新産業勉強会 講師：奥田章順

‐アントレプレナースクール

‐ホームカミングデー

2013 ‐稲門アカデミー「脳活動に基盤を置いた経営学」枝川義邦

‐上智・一橋との合同交流会

‐ホームカミングデー

2014 ‐BigData勉強会

‐ファイナンスフォーラム 講師：キャシー松井

‐10周年記念の宴

‐瓦版発行開始

2015  ‐新入会員ウェルカムパーティー

‐ヒア゙カー゙テン゙留学生交流会

2016  ‐稲門アカデミー「心理学的『見た目』論」

‐稲門アカデミー「日本酒講座」

‐BigData勉強会

‐新入会員ウェルカムパーティー

‐女子会企画勉強会 ~出井伸之氏講演

‐日本橋マーケット 麻生巌氏、西川廣人氏

2017 ‐インベストメントバンキング講座

～共に歩んだ道～



2007年に卒業した私にとって、卒業10年でNFSがその歴史に幕を閉じると思
うと、感慨も一入です。NFS卒業は転職のきっかけでしたが、折からの金融危
機で僅か１年で外資を解雇され途方に暮れていた時、温かくサポートしてくれ
たのは05春の仲間達でした。その後DBJへの転職を果たし、折に触れて集ま
る仲間の顔ぶれをみるたび、激動の金融の世界で歩む同志を得た喜びを改
めて実感しています。ありがとう！NFS。

2007年卒業 片岡 明さん

2年間さぼらず好きなことを節制して先生のみでなく経験の深い生徒
さんからも話を粘り強く聞くことによりエンジニア上がりのファイナンス
実績ゼロの私がストレートで修了できたのが今のように思い出します。
また修了後もOB/OGの方々との交流で新たな分野に進出できたの
も大学院に通ったご褒美だと思っています。

2009年卒業 久保田 裕さん

2007年4月に入学し、仕事の関係で半年間休学しましたが、2009年9月に無事に卒業を果たした
者です。在学中、特に清水信匡教授のお世話になっており、今もフェイスブックで連絡を取らせて
いただいております。日本橋キャンパスの立地がよく、通学が便利でした。授業が終わった後、日
本橋駅周辺で同級生と一杯飲んでから帰るパターンが多かったです（笑）。ファイナンス研究科が
ＷＢＳと統合することがいいことだと思っており、すでに社会で活躍している修了生及び在学生の
皆さんは力を合わせて、これからの"ＷＡＳＥＤＡ"ブランドを輝かせましょう！！！

2009年卒業 欧陽 聖司さん

卒業生が語る『NFSへの想い』

「さようなら…NFS特集」としまして、当会会員でありNFS卒業生の方々にNFSへの想いを寄稿として
募集致しました。ファイナンス研究科で学んだことのみならず、そこでの思い出や今後の展望など、
卒業生ならではの内容となっております。是非ご一読下さい！！

入学した時は会社を立ち上げて3年目でした。
出張で泣く泣く試験を受けられなかったことや、毎日走って授業に駆け付けた事、思
い出は色々ありますが、在学中にリーマンショック・サブプライムを経験したこと、妊
娠をして卒業式にマタニティ・ガウン姿で参加させて頂いたことは忘れられません。
日本橋で出会えた同窓生の皆さま、先輩の皆さま、そして豪華な教授・講師陣の最
高の授業は私の人生の宝物です。心から感謝します。

2009年卒業 雲下 加奈さん



2年間で30科目（ファイナンス基礎、ファインスコア、選択のファイナンス、総合、法律、経済、演習）
をとりました。本当に、多種・多様な科目で、幅広く勉強させて頂きました。卒業し4年が経ちました
が、今も、机の横にレジメ・教科書があり、キチンと考える時にひもといたり、再度読み返すことでヒ
ントがでたりと、私の人生に役立っています。わずか2年のファイナンス研究科での勉強したが、私
にとって、今も、そして今後も知的効用をもたらした、WFSに感謝します。

2013年卒業 宮崎 泰雄 さん

ファイナンス研究科では広範なファイナンスの知識の獲得だけではなく、ファイナンス周りのテクノ
ロジーの基礎理論を理解する上でもとても貴重な多くの知見を学ぶことができました。川口ゼミで
Campbel著の「ファイナンスのための計量分析」を１年半かけて研究したことを土台に、自社サー
ビスの不動産価値査定人工知能「Gate.」を開発することができ、不動産ファイナンス領域で金融
機関様や不動産事業者様から広く反響をいただいています。

2012年卒業 巻口 成憲さん

卒業生が語る『NFSへの想い』

皆さん、ご寄稿ありがとうございました！

「ファイナンスの基礎」は、ファイナンス研究科の学生に与えられた最初の試練であり、
ファイナンス研究科でこれから学ぶ学生にとっては、必須の理論を習得する場です
が、すでに金融業界で働いている学生にとっても学ぶべきことの多い実りのある授
業でした。また、私が履修したのは、かの有名な（？）大村先生の授業だったので、
厳しくもユーモアあふれる授業で、2年間ファイナンス研究科で学ぶにあたり、喝を入
れるような刺激的な授業でした。先生も長年の経験から学生を熟知し、気合を入れる
のが上手なので、毎週土曜日の朝一番で一番疲れが溜まっている状態で授業に出
ても、疲れが吹き飛び授業に集中することができました。

2015年卒業 山本 和史さん



NFSに思いを寄せて(特集記念特別寄稿)

『ファイナンス研究科の思いで』
詳しくは忘れてしまいましたが、私は2004年秋学期から10年以上に

渡って、川口先生と一緒に不動産の投資やファイナンスの講義を受持
ちました。当時はリートが上場したばかりで、不動産ファンド華やかな
りし時代と言うこともあり、毎期50名以上の方が履修しており、ホール
で講義をしていたのを覚えています。しかし、リーマンショック後は、日
本の不動産証券化市場は化石時代に逆戻りしたこともあって、その後
は半分位の人数の履修生になってしまいました。さすがビジネススク
ールと言うことで、世相を反映していましたね。

それと、履修生の数が後半は減ったとは言え、500人以上の方と接
することが出来ました。私は専任の教員ではないので、ゼミのような深
いお付合いをすることは有りませんでしたが、それでもファイナンス稲
門会等を通じて、今でもお話しする機会を持つ方々もあり、貴重な財
産だと思っています。

ファイナンス研究科の名前は無くなりましたが、その精神は新しい経
営管理研究科に引継がれていますし、早稲田大学での繋がりは永遠
ですから、ファイナンス稲門会等でまたお会いしましょう。

稲門会副代表幹事 元ファイナンス研究科非常勤講師 岡野 淳 先生

『ファイナンス研究科は永久に不滅です』
今年3月24日の修了式が日本橋におけるファイナンス修士の最後の

授与式となりました。このことは去る3年前の3月に早稲田大学の理事
会によって決定されました。私たちファイナンス研究科の教職員は、
全員この決定に反対でしたが、大学と雖も「支店は本店の決定に従
わざるを得ない」ということでファイナンス研究科を閉じることになりま
した。

修了生の皆さまには寂しい思いをさせてごめんなさい。
しかし、ファイナンス修士が完全になくなったわけではありません。

現在、経営管理研究科(英語の正式名称はSchool of Business and 
Finance)のMSc  in Financeに引き継がれています。今は、昼間の英
語だけのプログラムですが、そう遠くない将来に夜間の日本語プログ
ラムを創設したいと思います。

このようにファイナンス研究科は発展的に継続されます。この秋に
は初の外国人の若手の先生を同僚として迎えます。会長の清水様を
始めファイナンス稲門会の皆さまには、今後とも引き続き御支援を頂
きたくお願い申し上げます。

皆さまのご多幸をお祈りいたしまして、日本橋最後の研究科長の惜
別のご挨拶とします。

早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
元ファイナンス研究科長 川口 有一郎 先生



イベントレポート

1月23日 新年会
会場：銀座クルーズクルーズ

毎年恒例の新年会が今年も開催されました。今年は場
所を銀座クルーズクルーズに移しての開催となりまし
た。運営委員からの書籍プレゼント企画は大いに盛り
上がり、新しい年の初めに相応しい会となりました。

2月1日 インベストメントバンキング講座
会場：早稲田大学日本橋キャンパス

「エクイティーファイナンスとIPOについて」と題して講師
にアクサス・アドバイザーズ株式会社代表取締役の早川亮氏
をお招きしました。当講座は続編についても検討しておりま

すので、是非次回以降にもご期待ください。

2月15日 総会
会場：早稲田大学日本橋キャンパス

2010年より会長を務められた川田憲治氏が退任、相談役にな
られ、新会長として清水喜彦氏が就任されました。また、
ファイナンス研究科の研究科長を務められた大村敬一先生と
岸田雅雄先生にご登壇いただき、10年の幕を閉じる研究科へ
の思いを語って頂きました。日本橋キャンパスでの最後の
総会・交流会は、総勢100名を超える盛会となりました。



イベントレポート

4月24日 不動産テックセミナー
会場：Clipニホンバシ

この度ファイナンス稲門会は「不動産テックセミナー」を開催
致しました。最新の不動産テックの第一線にいるスピーカーを
招いて最新事情について報告と議論が交わされました。タイム
リーな話題には定員を大幅に越えるお申込み頂きました。

ファイナンス稲門会日本酒支部企画
2月18日 嘉泉田村酒造酒蔵見学会
会場：田村酒造（東京都福生市）

9月にご講演頂いた田村酒造の田村社長のご厚意で酒蔵
見学が実現しました。「丁寧に作り、丁寧に売る」とい
う田村酒造のこだわりを垣間見ることができる素晴らし
い機会となりました。
そして、この酒蔵見学会を機に、ファイナンス稲門会初
のサークル活動、「日本酒支部会」が誕生いたしまし
た！

5月19日 慶應大学・上智大学・東京大学・東京工業大学・
一橋大学・早稲田大学卒業生合同交流会

会場：如水会館
大学卒業生間のネットワーク活性化（人的交流及びビジネスマッチング）
を目的として慶應大学・上智大学・東京大学・東京工業大学・一橋大学の

OBOG会と合同交流会が開催されました。

5月21日 第20回春のゴルフコンペ
会場：高坂カントリークラブ

記念すべき20回目は夏のような暑さの中、過去最多、
26名のプレイヤーが熱戦を繰り広げました！



イベントレポート

ファイナンス稲門会日本酒支部企画
6月3日 滝澤酒造酒蔵見学会

会場：滝澤酒造（埼玉県深谷市）

日本酒支部企画第2弾です！今回は埼玉県深谷市の
滝澤酒造です。一本一本手造りで手間と情熱をかけて
作られた、発泡酒のまろやかな香りと味に、参加者一
同感激。懇親会も楽しく、美味しく飲んで食べて、

立ち去り難い深谷の一夜でした。

ファイナンス稲門会日本酒支部発足！

6月22日 第2回不動産テックセミナー
会場：LIFULL

ご好評いただいた不動産テックセミナーの第二弾。
今回も豪華な講師の方々をお招きし、今後の不動産と
Technologyの最新事情について深い知識を共有する場
となりました。懇親会も大変盛り上がり、様々な業種

の方々を交えての交流の機会になりました。

飲み尽くせ、早稲田蔵！
講演・酒蔵見学大募集！

『今、日本酒が面白い』
ファイナンス稲門会は、この度“日本酒支部”を発足致しました。
日本の酒を愛し、学び、楽しむをモットーに、日本酒関連のイベントを
企画していきます。
今後のイベントが決定しましたら、詳細を告知させて頂きますので、
楽しみにしてください！
日本酒支部は会員ならどなたでも参加できます。
下戸ものん兵衛も、熱烈歓迎。
皆様のご参加をお待ちしております！



イベント告知

名刺交換会・運営委員会
●日時：２０１７年９月８日(金)
●会場：富国生命ビル会議室

ファイナンス稲門会の看板行事である「名刺交換会」です。
例年多くの運営委員や他稲門会の方々が参加され、多岐にわたる交流が
できる場となっています。皆様奮ってご参加下さい。

●お申込み：詳細が決まり次第、Facebook、ホームページ等で告知
致します。 (会員の方にはメールにてお知らせいたします)

ファイナンス稲門会は創立以来、各種セミナー・交流会・スポーツイベント・勉強会などをより多く、そして幅広く
企画、実行することで会員同士や組織全体の活性化を図っている、極めてアクティブな稲門会です。今年もたくさん
のイベントを実施していきますので、どうぞよろしくお願いします！
以下に近日開催、今後開催予定のイベントを記載致します。皆様是非ご参加下さい！

※各イベントに関するお問い合わせは、
下記ファイナンス稲門会事務局までお願い致します。

第21回 秋のゴルフコンペ
●日時：２０１７年１１月３日(金)（文化の日）
●会場：高坂カントリークラブ 岩殿コース

また、ゴルフの季節がやってきます・・・
第21回ファイナンス稲門会秋のゴルフコンペです！第20回はたくさんの
ご応募を頂き、急遽チームを一組増やしての開催となりました。今回も
それに負けないくらい楽しいイベントにしたいと思っております。
よろしくお願いします！

●お申込み：詳細が決まり次第、Facebook、ホームページ等で告知
致します。 (会員の方にはメールにてお知らせいたします)

ファイナンス稲門会事務局

市ヶ谷、九段下周辺へ
お越しの際は、是非お
立ち寄りください！

～ご連絡先～
〒102-0074
千代田区九段南4丁目６－１
九段シルバーパレス 906号室
電話：03-6272-9004
Mail:wfic@finance-tomonkai.com
今後とも変わらぬご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

mailto:wfic@finance-tomonkai.com


稲門祭に出ます！！

この度ファイナンス稲門会は、
なんと！今年度の稲門への参加を決定いたしま
した！！場所は、大隈小講堂！！

様々な業界で活躍される豪華パネラーの方々を
迎えて、業界も年代をも超えたディスカッショ
ンで日本経済の今後を語っていただきます。
どうぞご期待下さい！

●日時：２０１７年１０月１５日(日)
１２：００ 開場
１２：３０ 開演

●会場：早稲田大学 大隈小講堂

「若手ベンチャー経営者と今後の日本経済を語る2017」

【ご登壇者一覧(予定)】

清水 喜彦 氏
ファイナンス稲門会会長
SMBC日興証券代表取締役社長
1978年商学部卒業

高野 真 氏
ファイナンス稲門会運営委員
Forbes Japan CEO兼編集長
D4Vファウンダー兼CEO
1987年理工学研究科卒業

大塚 雄介 氏
コインチェック(株) 取締役COO
2007年理工学研究科卒業

<司会>
柿崎 元子 氏
フリーアナウンサー
元ブルームバーグキャスター
2012年ファイナンス研究科卒業

知の共有を理念に掲げ、ユニークなプロジェクト型稲門会と
して発足した当会は今や数ある稲門会の中でも屈指の大所帯
となった。初の稲門祭参加企画は、そんなファイナンス稲門
会を表すにふさわしい、年齢や業種を超えたディスカッショ
ンとなるだろう。

不明瞭・不確実・不安定な時代を切り開くのは「若人の、新
しい分野での活躍」だと思います。日本経済の未来の為にも、
稲門のベテランの力が若人の活躍の一助に為ればと考え、今
回の企画を実施する事となりました。稲門のベテラン、若人、
どちらもより多く参加して頂き、活発な議論とその先の実行
に繋がる事を期待しております。

この度は、ファイナンス稲門会主催の稲門祭イベントにお招
きいただき誠にありがとうございます。当日は、母校である
早稲田大学でブロックチェーンをはじめとしたテクノロジー
の未来と日本の将来についてディスカッションできることを
大変楽しみにしています。

AI、Iot、Fintech、バイオなど未来を担うキーワードは多彩
です。それらは、製造業がけん引した時代とは全く違う世界
をもたらしました。
そんな日本経済の未来について、ゲストのご意見を分かりや
すくお伝えできたらと考えています。

登壇者はもうお一人予定しております。現在、出演交渉中ですので、決まり次第お知らせいたします。



運営委員とワーキンググループ

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： 東京都千代田区九段南4丁目６－１九段シルバーパレス 906号室
Tel : 03-6272-9004 (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 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

植木　務 副代表幹事 アクサスアドバイザーズ 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

山口　徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命数理グループ 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

葵木　慎吾 日本証券金融 商学研究科

石塚　太郎 ファイナンス研究科

稲波　紀明 船井総合研究所 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

内野　敏彰 みずほ証券 商学研究科

浦崎　俊樹 Tora Trading Services 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 NFS'10卒幹事 QUICK ファイナンス研究科

岡田　恵美 NFS'15卒幹事 LCR不動産投資顧問 ファイナンス研究科

小川  将 アバディーン投信投資顧問 法学部

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 NFS'08卒幹事 ミュージックセキュリティーズ ファイナンス研究科

清水　正大 NFS'13卒幹事 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

須永　栄一 NFS'16卒幹事 ファイナンス研究科

角野　里奈 NFS'10卒幹事 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 ファイナンス研究科

竹田　志帆 プルデンシャル生命 教育学部

鶴谷　俊行 NFS'16卒幹事 増上寺 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

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

廣瀬　夏海 日本証券金融 文学部

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

松本　京子 NFS'12卒幹事 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 NFS'13卒幹事 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

宮崎　泰雄 一般社団法人ディレクトフォース ファイナンス研究科

山崎　めぐみ アセットマネジメントOne 社会科学部

山本　和史 NFS'15卒幹事 コムジェスト・アセットマネジメント ファイナンス研究科

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・投資銀行部門長 政治経済学部

明治安田ビルマネジメント 社長

日本アクチュアリー会 会長

住友商事 顧問

株式会社JVCケンウッド 取締役・取締役会議長

富士重工業 監査役

株式会社オレンジ・アンド・パート

ナーズ
顧問

伊藤　朋子 QUICK 常務取締役 商学部

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

三信 監査役

マニュライフ生命保険 取締役

木住野　福寿 Olympicグループ 代表取締役副社長 商学部

北原　義一 三井不動産 取締役専務執行役員 政治経済学部

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

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

鈴木　修 芙蓉観光 監査役 政治経済学部

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

Forbes Japan CEO兼編集長

D4V ファウンダー兼CEO

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

中村　比呂志 大和ネクスト銀行 代表取締役社長 商学部

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

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

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

森田　均 マニュライフ生命保険 代表執行役 理工学部

矢澤　洋一 日経BP 参与・元監査役 商学部

元 りそなホールディングス 社長

元 埼玉りそな銀行 社長

元 りそな総合研究所 理事長

元 富士通総研  常任顧問

現 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表

浅野　紀久男

阿部　康行

川俣　喜昭

三枝　稔

鳥海(眞保)　智絵

理工学部

理工学部

政治経済学部

政治経済学部

理工学研究科

法学部

政治経済学部

竹元　正美

向原　潔

高野　真

相談役

川田　憲治
商学部

法学部

市ヶ谷、九段下
周辺へお越しの
際は、是非お立
ち寄りくださ

い！

２０１７年６月１日現在


