
東京開催 

  第７回一般個人向け会社説明会の参加者を募集中です 

社団法人日本証券アナリスト協会では、個人投資家の皆様に役立てていただくため、一般個人

向け会社説明会を以下のとおり平成20年9月8日(月)～12日(金)の 5日間にわたり開催します。

皆様、奮ってご参加ください。 
 

日 程 時 間 帯 会 社 名  講   師 

9月8日 

（月） 

13:00～13:45 5387 チヨダウーテ(株) 代表取締役社長 平田 晴久 氏 

14:00～14:45 5456 朝日工業(株) 代表取締役社長 赤松 清茂 氏 

15:00～15:45 4709 (株)インフォメーション・ディベロプメント 代表取締役社長 舩越 真樹 氏 

16:00～16:45 6920 レーザーテック(株) 代表取締役社長 渡壁 弥一郎 氏

9月9日 

(火) 

13:00～13:45 3386 コスモ・バイオ(株) 常務取締役   笠松 敏明 氏 

14:00～14:45 3794 ＮＤソフトウェア(株) 代表取締役社長 佐藤 廣志 氏 

15:00～15:45 7311 (株)カワムラサイクル 代表取締役社長 杉原 克明 氏 

16:00～16:45 7414 小野建(株) 代表取締役専務 小野 哲司 氏 

9月10日 

(水) 

13:00～13:45 4788 (株)サイバー・コミュニケーションズ 代表執行役社長 長澤 秀行 氏 

14:00～14:45 7500 西川計測(株) 代表取締役社長 西川  徹 氏 

15:00～15:45 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 取締役執行役員専務 久我 宣之 氏

16:00～16:45 3024 クリエイト(株) 代表取締役社長 福井 道夫 氏 

9月11日

(木) 

13:00～13:45 2924 イフジ産業(株)  代表取締役社長 藤井 徳夫 氏 

14:00～14:45 3049 エノテカ(株) 代表取締役   廣瀬 恭久 氏 

15:00～15:45 3397 (株)トリドール 代表取締役社長 粟田 貴也 氏 

16:00～16:45 3036 アルコニックス(株) 代表取締役社長 正木 英逸 氏 

9月12日 

(金) 

13:00～13:45 3858 (株)ユビキタス 代表取締役社長 川内 雅彦 氏 

14:00～14:45 3058 (株)三洋堂書店 代表取締役     加藤 和裕 氏 

15:00～15:45 3392 デリカフーズ(株) 取締役経営企画部長 澤田 清春 氏

16:00～16:45 3788 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ(株) 代表取締役社長 青山  満 氏 

会  場  日本証券アナリスト協会６階会議室（東京証券取引所ビル６階） 

住所 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２－１  

(最寄り駅) 東西線茅場町駅  （出口11）徒歩5分 

日比谷線茅場町駅 （出口 7）徒歩7分 

都営浅草線日本橋駅（出口D2）徒歩5分 

定  員  先着200名 （開催日までに「参加証」を郵送します） 

――証券アナリスト、証券金融関係の方はご遠慮ください。 

参 加 費  無料  

参加申込   下記宛に別添「参加申込書」をＦＡＸ、Ｅメール、封書、ハガキのいずれかにて 

 9月 1日（月）までにお申込みください。なおハガキによるお申込みの場合は、「参

加申込書」記載事項をご記入のうえご送付ください。 
 
《申込先》 

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２－１（東京証券取引所ビル５階） 

（社）日本証券アナリスト協会 会社説明会担当 

担当窓口電話：03-3666-1632 

E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp   FAX：03-3666-6610 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp


参加申込書 
 
下記項目を記入のうえ、下記申込先へＦＡＸ、Ｅメール、封書またはハガキ（ハガキの場合は下記項目

をご記入下さい）にて、９月１日（月）までにお申込みください。 
なお、先着２００名様で締め切らせていただきます。 
 

①氏名・性別（必須） 
ふりがな 

氏 名 
□男性  □女性 

②年 代 □20代以下   □30代   □40代   □50代   □60代以上 

③連絡先 

住所（必須） 
〒 

電話（必須）  

Ｅメール  

④参加希望 

（必須） 

・参加を希望する

会社の右側に☑ﾁｪ

ｯｸしてください。 

 

・1日4社とも参加

を希望する場合は

当該日の右端に☑

ﾁｪｯｸしてください

(個別の会社のﾁｪｯ

ｸは不要です)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月８日 

（月） 

13:00～13:45 5387 チヨダウーテ(株) □

□
14:00～14:45 5456 朝日工業(株) □

15:00～15:45 4709 (株)インフォメーション・ディベロプメント □

16:00～16:45 6920 レーザーテック(株) □

 

９月９日 

（火） 

13:00～13:45 3386 コスモ・バイオ(株) □

□
14:00～14:45 3794 ＮＤソフトウェア(株) □

15:00～15:45 7311 (株)カワムラサイクル □

16:00～16:45 7414 小野建(株) □

 

９月１０日 

（水） 

13:00～13:45 4788 (株)サイバー・コミュニケーションズ □

□
14:00～14:45 7500 西川計測(株) □

15:00～15:45 2760 東京エレクトロン デバイス(株) □

16:00～16:45 3024 クリエイト(株) □

 

９月１１日 

（木） 

 

13:00～13:45 2924 イフジ産業(株) □  

 

□
14:00～14:45 3049 エノテカ(株) □

15:00～15:45 3397 (株)トリドール □

16:00～16:45 3036 アルコニックス(株) □

 

９月１２日 

（金） 

13:00～13:45 3858 (株)ユビキタス □  

 

□
14:00～14:45 3058 (株)三洋堂書店 □

15:00～15:45 3392 デリカフーズ(株) □

16:00～16:45 3788 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ(株) □

⑤この説明会を何

で知りましたか 

□当協会のＨＰ □当協会からのＥメール □当協会からの封書  □当協会からのハガキ

□当協会のチラシ □日本経済新聞の広告 □日本証券新聞の広告  

□日本証券新聞社からのＥメール □日本証券新聞社のメールマガジン 

□ラジオNIKKEIの広告 □開催企業のＨＰ □その他（           ） 

《申込先》 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２－１（東京証券取引所ビル５階） 
（社）日本証券アナリスト協会 会社説明会担当 

 担当窓口電話：03-3666-1632 

E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp  FAX：03-3666-6610     

申込書にご記入いただいた氏名、連絡先等の個人情報については、通信連絡および協会内管理

資料の作成に使用します。 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp

