
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Join us for a private mentor dinner with One Akiyama, the founder and 
President of Integrex Inc., a start-up firm founded in 2001 with the aim of 
promoting socially responsible investing and corporate social 
responsibility amongst Japanese firms. Learn how Ms. Akiyama made the 
transition from finance, and how she has used the skills gained on the 
training floor outside of the trading floor. 
 
Prior to founding Integrex, Ms. Akiyama worked as a foreign bond trader 
for Lehman Brothers and other security companies. She has a B.S. in 
Economics from Keio University, and an M.S. in Finance from Aoyama 
Gakuin University Graduate School. She was awarded Nikkei Women of 
the year in 2005.  

This is a special event open only to AWF corporate members.  
Please note the following: 

 

· Registration is required and will be first come, first served  
· Walk-ins on the day are not allowed 
· Same-day or last minute cancellations will be invoiced for the dinner charge 

 
Please register for this event through your company representative by Nov 11  

Please email us to: awf@awftokyo.com 

AWF Mentor Dinner  
(exclusive to members) 

will be on 
Wednesday, November 16 

7:00 PM – 10:00 PM (dinner begins at 7:30pm)  

Venue: Cuisine Francaise JJ in Midtown 

Language: Japanese  Cost:  5,000 yen per person 
 

Social Finance: what contribution does it make?   
with  

One Akiyama, President of Integrex Inc. 

Cuisine Francaise JJ is located on the 2nd floor of the 
Tokyo Midtown complex in Roppongi: 

Garden Terrace 2F, Galleria 
Tokyo Midtown, 9-7-4 Akasaka, Tokyo 107-0052 

Tel: 03-5413-3445 
Map to the venue: http://www.cf-jj.jp/access-english/ 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

株式会社インテグレックス代表取締役社長 秋山 をね氏 と少人数でのメンタ
ー・ディナーを開催いたします。秋山氏は社会責任投資（SRI）と企業社会責
任（CSR）を日本国内で推進することを目指し、2001 年にインテグレックス
社を設立しました。証券会社トレーダーとして培った技術や能力を活かし、新
規事業を設立した秋山氏に、ご経験やアドバイスを伺います。 
  
秋山氏は、リーマンブラザーズ等の証券会社にて外国債券のトレーダーを務め
た後、2001 年に (株)インテグレックスを設立、代表取締役に就任。1983 年
慶應義塾大学経済学部卒業。青山学院大学大学院修了、ファイナンス修士。
2005 年には日経ウーマンオブザイヤー大賞を受賞。 

本イベントへの参加は、AWF のコーポレート・メンバーに限らせていただきます。  
 

注意： 
 

· 申込は先着順です。当日参加は出来ません。 
· 当日キャンセル、あるいは不参加の際も、料金を全額お支払いいただきます。 

 
申込：11 月 1１日までに各社代表者を通じてお申し込みください。 

こちらの Email まで： awf@awftokyo.com 

AWFメンター・ディナー  
(会員限定) 

 

11 月 16日（水） 
7:00 PM - 10:00 PM  (開始：7:30pm)  

場所: 東京ミッドタウン・キュイジーヌ フランセーズ ジェイ ジェイ言語: 日本語 
参加費:  5,000円 

 

ソーシャル・ファイナンス：社会を良くする金融とは 
株式会社インテグレックス代表取締役社長 秋山 をね 氏 

キュイジーヌ	 フランセーズ	 ジェイ	 ジェイ	 
六本木・東京ミッドタウン２Ｆ	 
〒107-0052	 東京都港区赤坂９－７－４	 
東京ミッドタウン	 ガーデンテラス２Ｆ	 

電話 Tel:	 03-5413-3445	 
地図・アクセス:	 http://www.cf-jj.jp/access/ 

	 


