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稲門会×三田会

共通点としては、地域別、職域別、年次別、学部や部活、サークルや有志別に分かれている点である。稲門会は企
業別でも存在するが、職種や業種別で形成されていることが多い。一方、三田会は個社別が強い傾向にあり、ファ
イナンス稲門会のような企業・業種を跨いだ組織はない。三田会の結束力は強力だが、ファイナンス稲門会の強み
である企業・業種を跨いだ交流をより活発にすることによって、三田会に匹敵する、または超える同窓会に。

7月18日に行われた新入会員ウェルカムパーティーでは70名を超える会員に参加して頂き盛会となりました。また今年は
「稲門会×三田会」と称しまして、稲門会と三田会の徹底比較を行いました。その内容を特集しましたのでぜひご覧下さい。

早稲田大学校友会は、早稲田大学の前身である東京専門学校が開校された1882年
のわずか3年後に設立されているのに対し、連合三田会の設立は慶應義塾大学の
前身、蘭学塾が開塾した1858年から44年後となっている。会員数や登録されてい
る会の数においては早稲田が慶應を圧倒しているが、注目すべきは会費の有無だ。
慶應連合三田会の費用は、毎年秋に開催される慶應連合三田会大会の運営で賄わ
れており、ここでも慶應の集金力が群を抜いていることがうかがえる。

￥3,280,000！

ベンツA１８０

JTB旅行券

￥1,600,000！

稲門祭は…
FIT(150万円)



稲門会×三田会
○「社長」数で見る、早慶比較

約3600社ある上場企業のうち、早慶出身の社長数は約500名にも上る。早稲田卒の社長は192名、慶應卒の社長は303名。
この数の差が、三田会の財政界への強力なコミットを表し、三田会大会の豪華な景品をもたらしているようだ。
ここでは、それぞれ代表的な社長をご紹介しよう。

代表的な社長を挙げてみて分かるとおり、その業界は多岐に渡る。では、金融業界に属する卒業生の集いは、双方の組織に
どのように存在しているのだろうか？

まず、早稲田大学校友会は、ファイナンス稲門会、公認会計士稲門会、不動産稲門会、その他、企業別稲門会を有している。
一方、慶應連合三田会においては、公認会計士三田会、不動産三田会は活発に活動しているものの、個社別組織の存在が強
い。ファイナンス稲門会のような、企業・業種を跨いだ集いはないようだ。

○ファイナンス三田会はあるのか？

上場企業社長数
192名

上場企業社長数
303人
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↑2019年ウェルカムパーティー
の様子（ファイナンス稲門会
Facebookより）

↓非財務情報セミナーの様子
（ファイナンス稲門会
Facebookより）

←不動産三田会総会の様子
（不動産三田会HPより）

不動産三田会忘年会→
の様子
（不動産三田会HPより）



緊急！継続理由アンケート
新入会員ウェルカムパーティーに伴って緊急アンケート・ファイナンス稲門会の継続理由を実施しました。
どのような理由で継続し、何を期待しているのか？！

人脈が広がる

56%
金融機関に勤務

21%

イベントが充実

9%

上司の勧誘

6%

イベントの頻度

4%

イベントの企画

ができる

4% 第1位：人脈が広がる

第2位：金融機関に勤務
しているため

第3位：イベントが
充実している

Q1,ファイナンス稲門会に継続して所属している理由

名刺交換会や総会では100名弱の参加があり、
運営委員の方や非会員の方と名刺交換する
チャンスがあります！

ファイナンス稲門会というだけあり金融機関
に勤務している会員は多数。もちろん金融機
関以外の方も大勢います。

Q2,これからのファイナンス稲門会に期待することは？

ネットワーキングの機会

金融業界に一石を
投じてほしい

ホットなテーマを取り
上げるセミナーの充実

初めての人でも気軽に
参加できるイベント
・セミナーの開催

若手会員の増強

ファイナンスに限らず早稲田
OBOGネットワークの形成の場

となってほしい

同世代が集まる
イベントの開催

他稲門会との交流

着席型でしっかり
話せる飲み会の開催

早稲田卒の中小企業
社長のピックアップ

地方でのファイナンス
稲門会の開催

早稲田大学付近の居酒屋・
定食屋での会合

旬な金融情報の
ナレッジシェア

就職活動や転職活動
における情報提供や
ビジネスマッチング

ビジネスマッチングの機会
と学生および若手への支援

地方におけるファイナン
ス稲門会の開催

魅力的なセミナー、勉強会やイベントなど年に
約30個開催されています
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●10/20(日)稲門祭＠早稲田アリーナ

･･･今年で3回目を迎える稲門祭でのパネルディスカッション！今年は早稲田OBOGのトップアスリートを

迎え、『早稲田スポーツ』を軸にスポーツの展望を熱く語り合います。

●1/9(水)新年会＠新宿クルーズクルーズ

毎年恒例の運営委員からご寄贈頂いた本の抽選会を行い、大盛況でした。

●2/4(月)総会＠富国生命ビル

早稲田大学応援部による校歌斉唱もあり、和気あいあいと交流していました。

●5/16(木)ウェルカムイベント＠for Startups, Inc

今年初の試みのイベントを開催！早稲田OBのパネラーを招き、「ワセダ先輩が語る20代で活
躍する時間投資術 成功体験と失敗談」をテーマに語ってもらいました。

●5/18(土)女子会企画野球観戦＠神宮

学生やOBと共に早稲田魂を持って早稲田を応援しました。試合後には懇親会を通して親睦を
深めました。

●6/2(日)春のゴルフコンペ＠高坂カントリークラブ

毎年恒例の人気イベント、ゴルフコンペ！今年は景品としてイチローのサインボールがもえる
など豪華でした。

●6/10(月)六大学卒業生合同交流会

●6/12(水)非財務情報セミナー＠同志社大学 東京サテライト・キャンパス

同志社東京校友会、WICIの協働で、内閣府、アカデミア、アナリスト、発行企業の論客を集
め、非財務情報に関する現状分析や今後の方向性を踏まえたパネルディスカッションを行いまし
た。

●7/18(木)ウェルカムパーティー＠クルーズクルーズ銀座

今年も新入会員を歓迎するウェルカムパーティーを開催致しました。70名を超える会員に参
加して頂き、盛況を博したイベントとなりました。

●7/22(月)女子会昼食会＠日比谷ミッドタウン３階 上海料理 礼華 四君子草

女性エグゼクティブを囲んだ昼食会。ゲスト、女性会員の皆さんと楽しくランチしました！

●8/5（月）【不動産クラウドファンディングの可能性】セミナー＠LIFULL

成本治男さんを講師にお招きしたセミナーです。皆さん熱心に参加されていました。

●9/6(金)名刺交換会＠富国生命ビル

参加者は約100名にも及び、盛大に交流が行われました。今年度も大盛況の催しとなりました。

▼２月総会

▲ゴルフコンペ

▲六大学合同交流会

▲ウェルカムパーティー

▼ランチ会

▼名刺交換会



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、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一人
最低一つの担当イベントを持って、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。

ファイナンス稲門会事務局
従来のOB・OG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

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！

氏名+B2B2:J54 会社名 役職・所属 学部 氏名 役職 会社名 学部

秋山 智史 富国生命保険 相談役 法学部 塩田 大吾 代表幹事 DRS パートナーズ ファイナンス研究科

浅井 勇介 ナットウエスト・マーケッツ証券 顧問 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

阿部 康行

JVCケンウッド 取締役・取締役会議長

理工学部

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

SUBARU 監査役 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

オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問 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

伊藤 朋子 QUICK 専務取締役 商学部 張 海峰 副代表幹事 JT ファイナンス研究科

内山 英世 朝日税理士法人 顧問 政治経済学部 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

大場 昭義 日本投資顧問業協会 会長 政治経済学部 中村 裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング 商学部

小川 浩一 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 取締役 専務執行役員 法学部 巻口 成憲 副代表幹事 リーウェイズ ファイナンス研究科

小俣 俊之 学校法人 早稲田大学 財務部副部長 商学部 山口 徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命 商学部

川俣 喜昭

日本アジア投資 取締役会長

政治経済学部

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

三信 監査役 葵木 慎吾 日本証券金融 商学研究科

マニュライフ生命保険 取締役 荒木 成則 ワークシフトソリューションズ 政治経済学部

木住野 福寿 Olympicグループ 代表取締役社長 商学部 井澤 康浩 ファイナンス研究科

北原 義一 三井不動産 代表取締役副社長執行役員 政治経済学部 稲波 紀明 船井総合研究所 ファイナンス研究科

倉重 英樹 シグマクシス 代表取締役会長 政治経済学部 植松 貴史 渥美坂井法律事務所 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 内野 敏彰 みずほ銀行 商学研究科

小松 真実 ミュージック・セキュリティーズ 代表取締役 ファイナンス研究科 浦崎 俊樹 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 江黒 崇史 江黒公認会計士事務所 商学部

三枝 稔 学校法人先端教育機構 専務理事 政治経済学部 小川 将 ナティクシス・アセット・マネジメント 法学部

酒井 真樹 あおみ建設 副社長執行役員 法学部 加賀 一生 三井住友信託銀行 商学部

坂本 宣 SMBC日興証券 ソリューション戦略本部長 執行役員 法学部 柏崎 重人 大和総研 法学部

坂本 昌史 SMBC日興証券 部店企画部 常務執行役員 商学部 菊橋 真弓 リーウェイズ ファイナンス研究科

塩田 大吾 DRS パートナーズ 代表取締役 ファイナンス研究科 北原 譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政治経済学部

静 正樹 日本証券クリアリング機構 取締役副社長 法学部 工藤 清美 エフピーブラッサム 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 特別顧問 政治経済学部 五嶋 達暁 for Startups, Inc. 商学部

清水 明彦 セブン銀行 常勤監査役 商学部 後藤 恵美 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

清水 喜彦 SMBC日興証券 代表取締役社長 商学部 小林 勇 スカパーJSAT ファイナンス研究科

新芝 宏之 岡三証券グループ 取締役社長 商学部 堺 健太郎 メットライフ生命保険 第一文学部

鳥海(眞保) 智絵 野村証券 専務執行役員 法学部 佐々木 一成 ワンアジア証券 商学研究科

杉田 純 三優監査法人 会長パートナー 商学研究科 清水 正大 NFS'13卒業総代幹事 QUICK ファイナンス研究科

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 白井 正巳 ESGファクターズ研究所 法学部

関口 栄一 三井住友銀行 常務執行役員 法学部 高橋 龍征 WASEDA NEO プログラム・プロデューサー ファイナンス研究科

高野 真
Forbes JAPAN CEO兼編集長

理工学部
竹田 志帆 プルデンシャル生命 教育学部

D4V ファウンダー兼CEO 千葉 恵介 ほくと綜合法律事務所 法学部

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 出口 ゆう子 野村ホールディングス 教育学部

竹元 正美
国際文化教育協会 理事長

法学部
丹羽 悠木 ビジネススクール

元駐ウルグアイ大使 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

田代 桂子 大和証券グループ本社 取締役兼専務執行役 政治経済学部 松本 京子 NFS'12卒業総代幹事 ファイナンス研究科

谷口 健太郎 ディーコープ 代表取締役社長 理工学研究科 丸岡 明 教育学部

中澤 信雄 金融経済研究所 所長 政治経済学部 南澤 秀俊 MFSインベストメント・マネジメント 理工学部

仲條 亮子
グーグル合同会社 執行役員

政治経済学部
三原 寛奈 マッコーリーキャピタル証券会社 政治経済学部

YouTube 日本代表 宮﨑 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

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 宮﨑 善輝 ウィルズ 理工学部

中村 比呂志 大和ネクスト銀行 代表取締役社長 商学部 宮下 修 ジェイ・フェニックス・リサーチ 政治経済学部

西野 敏哉 三井住友トラスト保証 取締役社長 商学部 村上 陽子 EYアドバイザリー ファイナンス研究科

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 村田 雄太 PwCアドバイザリー合同会社 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 森 公佑 リブラ ファイナンス研究科

廣渡 嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長 商学部 山本 和史 NFS'15卒業総代幹事 日本コムジェスト ファイナンス研究科

増田 賢一朗 りそな保証株式会社 代表取締役社長 政治経済学部

宮川 和雄 トラストオービー社 代表社員 商学部

宮城 典子 埼玉りそな銀行 監査役室 監査役 教育学部

森田 均 Know’s iLand 常任顧問 理工学部

矢澤 洋一 日経BP 参与・元監査役 商学部

相談役

川田 憲治

元りそなホールディングス 社長

商学部

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
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