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概要
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て （角川文庫）/黒木 亮（小説・文学：角川文庫）の最新情報・
紙の本の購入はhonto

日系自動車メーカーのイラン工場建設のため、一億五千万ドルの巨大融資案件がもちあがった。
大手邦銀ロンドン支店次長・今西は、国際協調融資の主幹事(トップ・レフト)を獲得すべく交渉を
開始するが、かつての同僚で日本を捨て、米系投資銀行に身を投じた龍花が立ちはだかる。そこに
突如、世界を揺るがす敵対的買収が.。弱肉強食の国際金融の現場を余すところなく描いた衝撃
のデビュー作。
仕手相場 こずたか 治. 『トップ・レフト-ウォール街の鷲を撃て』黒木 亮, 『奇跡』岡本 敏子, 『神去

なあなあ日常』三浦 しをん, 『かくれ里』白洲 正子. 【A-69】 トップ・レフトウォール街の鷲を撃て 黒
木 亮, 【A-70】 奇跡 岡本 敏子, 【A-71】 神去なあなあ日常 三浦 しをん, 【A-72】 かくれ里 白洲
正子. 『次郎と正子-娘が語る素顔の白洲家』牧山 桂子, 『やきもの談義』白洲 正子/加藤 唐九
郎, 『占領下日本』半藤 一利/竹内 修司/保阪 正康/松本, 『東京裁判を読む』半藤一利/保阪
正康/井上亮. 【A-73】 次郎と正子娘が語る素顔の白洲家
Amazon.com で、トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) の役立つカスタマーレビューとレ
ビュー評価をご覧ください。ユーザーの皆様からの正直で公平な製品レビューをお読みください。
Looking for books by Ryō Kuroki? See all books authored by Ryō Kuroki, including トップ・レ
フト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫), and 巨大投資銀行（下）, and more on

ThriftBooks.com.
Misako Kohno ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
2012年5月13日 . トップレフト ～ウォール街の鷲を撃て～ 「商社や投資銀行のプロジェクトに関して
ロマン溢れるストーリーを通して学びたい若手社会人、就職活動生向け」. 日系自動車会社のトル
コ支店のイランでの新工場建設のための融資案件をめぐって、邦銀の今西と邦銀時代の同期で外
資系投資銀行に勤める龍花の戦いを中心に国際金融という世界で働く人や金融機関のあり方を
描いた小説。 著書は、登場人物の2人、邦銀で働く今西と米国系投資銀行で働く龍花を通して、
両組織とそこで働く人々を対照的に描写.
黒木 亮（くろき りょう、1957年 - ）は、日本の小説家。北海道雨竜郡秩父別町出身。実家は秩
父別町の神社。ロンドン在住。 北海道深川西高等学校、早稲田大学法学部卒業後、三和銀
行に入行。同行の海外派遣制度でカイロ・アメリカン大学に留学し、修士号（中東研究科）を取
得。同行ロンドン支店国際金融課でトルコ・中東・アフリカ向けの国際協調融資、プロジェクト・ファ
イナンス等に関る。その後、ロンドンの証券会社を経て、三菱商事ロンドン現地法人に入社。同社
でプロジェクト金融部長を勤めながら2000年10月に.
Attribute of the Author, Individual. Place, 北海道. Notes, SRC:トップ・レフト : ウォール街の鷲を
撃て / 黒木亮著(祥伝社, 2000.11). Date, 1957. Codes, AuthorityID=AU00060872
NCID=DA12911140. 1, 法服の王国 : 小説裁判官 / 黒木亮著上,下. - 東京 : 岩波書店 ,
2016.1. △Page Top. Back to Bibliography Details · To PC. Copyright © 2015 ATOMI

UNIVERSITY All rights reserved.
Visit Amazon.co.uk's Ryou Kuroki Page and shop for all Ryou Kuroki books. Check out
pictures, bibliography, biography and community discussions about Ryou Kuroki.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て - Read Online or Download トップ・レフト ウォール街の鷲を撃
て by Ryō Kuroki Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio
Books.
一般注記, 平成14年8月刊の祥伝社文庫「トップ・レフト-都銀vs米国投資銀行」に加筆修正を加
え単行本初出時のサブタイトルに戻したもの. 著者標目, 黒木, 亮(1957-) <クロキ, リョウ>. 分 類,
NDC8:913.6. NDC9:913.6. 書誌ID, 4000234479. ISBN, 4043755023. NCID, BA73000785.
2010年12月19日 . 部署が違うだけで違う会社かってくらいやってることが違う。それは面白い点でも
あるけど、同時に社員の視点が内向きになるという欠点もあると思います。即ち、キャリアチェンジを
考えるときに転職ではなく、同じ会社の他部署に移るという保守的な行動につながりがちになってし
まいます。 さて、商社のビジネスを理解する上で参考になる本を以下紹介。 １． トップ・レフト ウォー
ル街の鷲を撃て (角川文庫) (2005/07/23) 黒木 亮 商品詳細を見る. 銀行や商社などでプロジェク
トファイナンス業務に長年携わっ.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) | | ISBN: 9784043755028 | Kostenloser Versand

für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
2005年9月24日 . 今回は珍しく企業小説である。 この本は、先日モスクワでお会いしたドイツはフラ
ンクフルトの某商事会社駐在員の方にお勧め頂いた本で、モスクワから帰るや否や早速注文して日
本から取り寄せたものである。それが丁度タリンに出発する前に他の本と一緒にどさっと到着した。
「なんといいタイミングだ」。早速これを鞄に入れ、タリン行きの飛行機に搭乗していたのだった。 この

本の舞台はロンドンの金融街シティーで国際金融マンとして世界を駆け回る都市銀行勤務の今西
と同じ都市銀行を退職して現在は.
金融経済読書会Light in FED 金融経済読書会 in FED に、「薄い本（新著中心）」「入門的な
本』を取り扱う、好評開催中の『金融経済読書会Light』！ 今回の課題本はFED初となる「小説」
です！ 中でも、金融実務に焦点をあてた経済小説で著名な黒木亮氏の作品に限定いたします。.
【商品点数2000万品以上！】注目のオウテカのネットショッピングなら通販サイトWowma!（ワウ
マ）。人気の激カワファッションをサイズ・カラー・ブランドを豊富に取扱い。最新トレンドファッションやコ
スメ・グルメなど、2000万品以上の豊富な品ぞろえ。
副島隆彦『浮かれバブル景気から衰退させられる日本』徳間書店. 一橋総合研究所通貨戦略部
会『円、元、消滅』ダイヤモンド社. 三上隆三『円の誕生』講談社学術文庫. ジェームズ・リカーズ
『通貨戦争』藤井清美訳、朝日新聞出版. ⑨その他. 青沼陽一郎『食料植民地ニッポン』小学
館. 石川直貴『プータロー、アフリカで300億円稼ぐ！』マガジンハウス. ぐっちーさん『なぜ日本経済は
世界最強と言われるのか』東邦出版. 黒木亮『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』角川文庫. 神
門善久『日本農業への正しい絶望法』慎重新書.
著者の属性, 個人. 場所, 北海道. 一般注記, SRC:トップ・レフト : ウォール街の鷲を撃て / 黒木亮
著(祥伝社, 2000.11). Dates of Birth and Death, 1957. コード類, 典拠ID=AU00013132
NCID=DA12911140. 1, ザ・原発所長 / 黒木亮著上,下. - 東京 : 朝日新聞出版 , 2015.7. 2, 法
服の王国 : 小説裁判官 / 黒木亮上,下. - 東京 : 岩波書店 , 2016.1. △ページトップ. 書誌詳細
に戻る · PCサイトへ切替. Copyright © 2015 Tohoku Fukushi University All Rights Reserved.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) · トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫),
黒木 亮 角川書店 2005-07-23 売り上げランキング : 18740 おすすめ平均 star 小説としての価値に
止まらない良作 star 個人投資家の「たまご」達へ star 国際金融ビジネス＋エンターテインメント.
Amazonで詳しく見る by G-Tools.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)の感想・レビュー一覧です。
黒木 亮の表紙・装丁画像一覧.
Noté 0.0/5. Retrouvez トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) et des millions de livres en

stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cette épingle a été découverte par Misako Kohno. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
2008年11月8日 . ここ1か月ぐらい経済小説にハマッています。 今まで経済小説といえる分野ではド
ラマの影響で「ハゲタカ」ぐらいしか読んだことなかったのですが、いろいろ読んでみると、面白い本がた
くさんあるので少しずつ紹介しておこうと思います。 今回ご紹介するのは、 トップ・レフト ウォール街の
鷲を撃て (角川文庫) です。 まず読み終わった後の率直な感想を書きます。 面白い。面白すぎる。
なぜこの本がベストセラーにならないのか、もっと話題にならないのか、有名でないのか理解できな
い。 マネパパが知らなかっ.
2016年6月22日 . トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』黒木 亮 角川書店. 元国際金融マンである
国際経済小説作家、黒木亮の衝撃のデビュー作。大手都銀のロンドン支店長である今西と、その
かつての同僚で米国の巨大投資銀行に在籍する龍花。2人の主人公が、イランでの巨大融資案
件をめぐり戦う物語です。邦銀の体質、リーマンショック前の外資系金融のエネルギー、また市場の
仕組みについて、とても丁寧に描写されており、経済や金融に詳しくない人でも楽しめます。題名の
『トップ・レフト』は、シンジケートローン（.
Amazon.co.jp： インタフェースデザインの心理学 ―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指
針: Susan Weinschenk, 武舎 広幸, 武舎 るみ, 阿部 和也: 本.
2014年11月6日 . 勝手に評価 昔、mixiのレビューに掲載したものの再掲です。 （旧題 トップ・レフト
ウォール街の鷲を撃て） 米系投資銀行の中身が非常に的確に描写されてますねー。 日本の銀行
の経営者を痛烈に批判しておりますが、それも的を得ていると思います。 まー、エンディングはいまい
ちだったけど。 □ 読んで欲しい人 ・銀行経営者 ・銀行員を志す学生 ・若手銀行員 それにしても
リーマンショックよりこっち投資銀行めざす学生とかいるのかね？ いま世界中の銀行はトランザクション

バンキングですよ。
2015年11月23日 . おすすめビジネス小説④『トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て』. 「ビジネス小
説」から始める、この世の理（ことわり）。手始めに 出典： Amazon.co.jp. 次にご紹介するビジネス小
説は、知る人ぞ知る名作『トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て』。 「邦銀VS.米国投資銀行」を
テーマにした想像を絶するスケールの壮大さに、手を震わせながら読むこと必至である。また著者は、
海外で大学院を卒業し、ロンドン銀行で努めた異例の経歴を持っているため、本著の中では普段
知れないような国内外でのビジネス.

Misako Kohno descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
2015年9月19日 . 公認会計士のためのおすすめ書籍をまとめました。投資銀行関連の書籍をまとめ
てあります。 巨大投資銀行(上)(下) 獅子のごとく 小説 投資銀行日本人パートナー(上)(下) トッ
プ・レフト ウォール街の鷲を撃て ゴールドマン・サックス.
このピンは、Misako Kohnoさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけて保
存しましょう！
黒木 亮 『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』 祥伝社、２０００年. ◇ロンドンの金融街シティを舞
台にして、巨額融資をめぐる「邦銀VS米投資銀行」の息詰る攻防戦を描いた作品である。在ロン
ドンの現役国際金融マンである著者のデビュー作。主人公は、邦銀のエリート行員で、ロンドン支
店次長の国際金融マンである今西哲夫。借り手や社会に貢献できることを生きがいに感じている
人物。次から次へと起こる難題もさることながら、それらに妥協点を見出しながら解決していく様が
圧巻。 ◎黒木 亮 『リストラ屋』 講談社、２００９.
著者の属性, 個人. 場所, 北海道. 一般注記, SRC:トップ・レフト : ウォール街の鷲を撃て / 黒木亮
著(祥伝社, 2000.11). Dates of Birth and Death, 1957. コード類, 典拠ID=AU00060872
NCID=DA12911140. 1, 法服の王国 : 小説裁判官 / 黒木亮著上,下. - 東京 : 岩波書店 ,
2016.1. △ページトップ. 書誌詳細に戻る · PCサイトへ切替. Copyright © 2015 ATOMI

UNIVERSITY All rights reserved.
トップレフト ウォール街よ鷲を撃て 黒木亮著 @yonda4. 2017-05-15 20:18:22. sugim.
koarikui@sugimotoi. なんだかさみしいね. 2017-05-10 00:25:13. sugim · koarikui@sugimotoi.
勁草の人 中山素平 高杉良著 @yonda4. 2017-05-08 19:53:04. sugim · koarikui@sugimotoi.
5/5 ルイス・フェルナンド・ペレス@マスタクラス↓ 225 オーヴエリニュ室内管弦楽団 5/6 331 レミ・ジュニ
エ↓ エル＝バシャ@マスタクラス. 2017-05-06 11:39:14. sugim. koarikui@sugimotoi. 今のいま、購
入した公演が希望していたものと.
ある日、今西に日系自動車会社のトルコ現法向け1億5千万ドルの巨大融資案件が持ちかけられ
た。資金の使途はイラン工場建設資金。が、米国の投資銀行に勤める日本人龍花がその情報を
聞きつけた。強引な手法で単独・全額引受け(ソール・アンド・フルアンダーライト)を目指すウォール
街の鷲と、誇り高き金融街シティの契りで結ばれた今西率いる四行共同引受けグループとの息詰ま
る闘い。その渦中で、世界の金融界を揺るがす巨額のM&Aが持ち上がった.。果たして栄光の主
幹事の座を射止めるのはどちらか?
2009年7月21日 . マイワード・イズ・マイボンド(my word is my bond、私の言葉が私の保証)。 一
度口に出した約束は命を懸けても果たす。」（黒木 亮 「トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て」角川
文庫より引用） 上記引用元は、国際金融マンたちの活躍を描いた、黒木氏のデビュー作「トップ・レ
フト」の名場面です。 この言葉は、国際金融マンたちのものだけでなく、ビジネスに携わる人は皆、こ
の言葉をじっくりかみ締める必要があるのではないか。 そう思いました。 法律の世界では、契約と
は、要するに約束であり、建前として.
[小説]『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』黒木亮のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらす
じ（ネタバレ含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサイトで、レンタ
ルも購入もできます。出版社：KADOKAWA.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) イランで巨大融資案件がもちあがった。融資団主
幹事を狙う大手都銀ロンドン 支店の今西の前に、米国投資銀行の龍花が立ちはだかる。プライド
を懸けて命を 削る国際金融ビジネスを描ききった衝撃のデビュー作、という本。 既に国際経済小説

の古典となっている本で、出版さ.
ある日、今西に日系自動車会社のトルコ現法向け1億5千万ドルの巨大融資案件が持ちかけられ
た。資金の使途はイラン工場建設資金。が、米国の投資銀行に勤める日本人龍花がその情報を
聞きつけた。強引な手法で単独・全額引受け(ソール・アンド・フルアンダーライト)を目指すウォール
街の鷲と、誇り高き金融街シティの契りで結ばれた今西率いる四行共同引受けグループとの息詰ま
る闘い。その渦中で、世界の金融界を揺るがす巨額のM&Aが持ち上がった.。果たして栄光の主
幹事の座を射止めるのはどちらか?
各国美人分布も株式市場と同じく正規分布で近似するには無理があり、シンガポールは明らかに
Skewnessが強く、. すなわち、図中のk+1個の将来時点の株価と確率を使えば、τ時点でのヨーロピ
アンの価値＝オプション・バリュー＝継続価値の計算ができる。. 2010.10.21: トップレフト ウォール街
の鷲を撃て.. 3時までフィーバーしたと言いたいところですが、2杯目で酔いが回ってきて強烈に眠く
なってきました。 Click to Play! (閉じる). はてなブックマーク>ico_mizusawa のブックマーク>AviUtl.
AviUtlの動画制作で「動画.
ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理. バートン マルキール. ￥2,415-(税込). 証
券市場のルールを冷静に分析した本書。効率的市場仮説 .. トップ・ビジネススクールからウォール
街の一流投資銀行へ、夢にまで見た投資銀行に入った2人が体験した新の投資銀行マンの姿と
は・・・・ MBAを取り夢を抱いて投資銀行に入社し失意のまま退社した著者がつづる、華やかだった
. トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て. 黒木 亮. ￥740-(税込). 黒木亮のデビュー作。邦銀を舞台に
トップレフト（一番左に社名が出る.
2009年5月20日 . トップ・レフト ― ウォール街の鷲を撃て』 黒木 亮著 角川書店.
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4043755023.html. 今月はビジネス・メルマガらしく、経済小
説をご紹介します。 黒木氏のデビュー作です。 日系自動車メーカーのイラン工場建設のため、一億
五千万ドルの巨大融資案件がもちあがります。国際協調融資の主幹事（トップ・レフト）を獲得すべ
く、邦銀ロンドン支店の今西と、かつての同僚で日本を捨て、米系投資銀行に身を投じた龍花、こ
の両主人公が世界を舞台に火花を散らします。
黒木 亮 has 27 books on Goodreads with 75 ratings. 黒木 亮's most popular book is トップ・レ
フト ウォール街の鷲を撃て.
Amazonで黒木 亮のトップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)。アマゾンならポイント還元本
が多数。黒木 亮作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またトップ・レフト ウォール街
の鷲を撃て (角川文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
黒木 亮 is the author of 国家とハイエナ (3.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews, published 2016),
世界をこの目で (3.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews, published 2015), 冬の喝.
2008年11月13日 . トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て』 祥伝社、2000年11月. 内容（「BOOK」
データベースより） 欲望とリスク、栄光と失意が交錯するロンドンの国際金融ビジネス。都銀上位行
の富国銀行ロンドン支店次長の今西は、じり貧の邦銀で必死にディールをこなしていた。案件の多
くは中近東を中心とする国際協調融資。ある日、今西に日系自動車会社のトルコ現法向け1億5
千万ドルの巨大融資案件が持ちかけられた。資金の使途はイラン工場建設資金。が、米国の投
資銀行に勤める日本人龍花がその情報を.

EITA followed. EITA @eitamax 6h6 hours ago. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet.
【トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)/黒木 亮】国際金融に携わる二人の日本人（一
人は英国人となる）物語。一人はアメリカの投資会社に勤め、大型取引を次々と決める龍花、一
方で日本の大… → https://bookmeter.com/reviews/69263741 … #bookmeter.
2007年11月3日 . 僕はやっぱり自分の仕事がどのように社会に貢献していくかということにこだわりが
ある。それも、できればよその国じゃなくて日本に貢献したい。・・・. 画像. 写真はロイド保険の本社
ビル。このビルが建てられたのが１９８６年。同じ年にイギリスのロンドン証券取引所で証券制度改
革が実施された。私はこのビルを１９９１年見ましたが、まさに古い伝統とビックバンとの融和の象徴だ
と思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BA · トップ・レフ
ト ウォール街の鷲を撃て.

２００２年マアルマートツアー（４月１７日～３０日）の日程は、 下記、エリコ通信社HPにて公開して
おります。多数のご参加をお待ち申し上げます。
***************************************************************** 好著紹介
＜トップ・レフト－ウオール街の鷲を撃て－＞ 黒木亮 著 祥伝社 ロンドン在住の国際金融マンであ
る著者の本格デビュー作である。 黒木さんは、早稲田大学からカイロアメリカン大学中東研究科へ
と常に小生の先を歩いてこられた先輩。ご指導頂いたカイロ時代がなつかしい。 なぜ、わが国がかく
もみじめな.
黒木 亮 [ トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て ] 小説 文庫: 日系自動車メーカーのイラン工場建設
のため、一億五千万ドルの巨大融資案件がもちあがった。大手邦銀ロンドン支店次長・今西は、
国際協調融資の主幹事 (トップ・レフト)を獲得すべく交渉を開始するが、かつての同僚で日本を捨
て、米系投資銀行に身を投じた龍花が立ちはだかる。そこに突如、世界を揺るがす敵対的買収
が…。弱肉強食の国際金融の現場を余すところなく描いた衝撃のデビュー作。 （本書より）
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) イランで巨大融資案件がもちあがった。融資団主
幹事を狙う大手都銀ロンドン支店の今西の前に、米国投資銀行の龍花が立ちはだかる。プライド
を懸けて命を削る国際金融ビジネスを描ききった衝撃のデビュー作、という本。 既に国際経済小説
の古典となっている本で、出版されてから１０年が経つが、 これだけ激変が日常茶飯事の国際経
済、国際金融の中で燦然と輝き続けている。 黒木亮作品の特徴であるが、何よりも話がでかく、
面白いということ。読んでいるうちに知らず.
タイトル, トップ・レフト : ウォール街の鷲を撃て : 長編国際経済小説. 著者, 黒木亮 著. 著者標目,
黒木, 亮, 1957-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 祥伝社. 出版年, 2000. 大き
さ、容量等, 384, 7p ; 20cm. ISBN, 4396631790. 価格, 1900円. JP番号, 20109275. 別タイトル,
Top left. 出版年月日等, 2000.11. NDLC, KH297. NDC（9版）, 913.6 : 小説．物語. 対象利用
者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2形式）, jpn : 日本語.

This Pin was discovered by Misako Kohno. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
2008年12月20日 . 読んだのは11月くらいかな。本屋でふらっと買った小説たち。あまりのおもしろさに
出版されてる小説（ハードカバーは邪魔なので基本買わない）をAmazonで揃えたですよ。まずは一
番最初に買った本。本屋で面白そうだったので衝動買い。トップ・レフトウォール街の鷲を撃て角川
文庫黒木亮角川書店このアイテムの詳細を見る日系自動車メーカーのイラン工場建設のため、一
億五千万ドルの巨大融資案件がもちあがった。大手邦銀ロンドン支店次長・今西は、国際協調
融資の主幹事（トップ・レフト）を獲得.
25, 角川文庫, トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て, 黒木 亮, 567, 4-04-375502-3. 25, 角川文庫,
ハルビン・カフェ, 打海文三, 567, 4-04-361502-7. 25, 角川文庫, ビーナスブレンド, 麻生哲朗, 567,
4-04-379501-7. 25, 角川文庫, むは力, 椎名 誠, 567, 4-04-151022-8. 25, 角川文庫, 小学生日
記, hanae＊, 567, 4-04-377601-2. 25, 角川文庫, 真夜中へもう一歩, 矢作俊彦, 567, 4-04161607-7. 25, 角川文庫, 人生よ あなたはまるでこの俺様の子分｡ 三代目魚武濱田成夫, 567, 404-183611-5. 25, 角川文庫, 戦力外.
2017年10月18日 . 中古本を買うならブックオフオンラインヤフオク！店。まとめ買いで更にお得
に！！ タイトル トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て角川文庫 作者 黒木亮 販売会社 角川書店/
発売年月日 2005/07/22 JAN 9784043755028 ご入札する前にご確認いただきたいこと.
2008年12月30日 . 黒木亮「冬の喝采」「トップ・レフト～ウォール街の鷲を撃て」読了,これまでを振
り返りながら、日々感じたこと、気づいたこと、学んだことを書き連ね、今と明日を考える。専門ネタ
は、企業のマネジメント研修・人事組織コンサルティング・アクションラーニング・コーチングなどです。
関心事は、人との出会いと北海道。
青い蜃気楼―小説エンロン (角川文庫); 逆説の日本史〈9〉戦国野望編 (小学館文庫); ユダの
謎キリストの謎―こんなにも怖い、真実の「聖書」入門; トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川
文庫); フェルマーの最終定理 (新潮文庫); 逆説の日本史〈8〉中世混沌編―室町文化と一揆の;
不平等社会日本―さよなら総中流 (中公新書); ここまでわかった!女の脳・男の脳―性差をめぐる;
ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉 (岩波現代文庫); 努力は報われず正義は滅びる―レゲエ数

学者の人生談義; 逆説の日本史〈7〉中世王権.
トップ・レフト ー ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)黒木 亮: 本. HELLO HAKUBA VALLEY

(TWJ books), http://www.amazon. HELLO HAKUBA VALLEY (TWJ books),
http://www.amazon.co.jp/dp/4862561519/ref=cm_sw_r_pi_awdl_nI5Yub1KXCHPE. 【入社１
年目の教科書 | 岩瀬大輔：著 | ダイヤモンド社】 当たり前と思いきや実に面白くテンポのよい文章
構成となっています。 個人的には、競合他社に市場調査メールを送る素直すぎる実直さに軽い感
動を覚えたものの新人ならばそれくらいの真面目すぎる率先.
2006年1月20日 . 黒木亮『トップ・レフト ～ウォール街の鷲を撃て～』角川文庫 お勧め度 （内容紹
介はじめ） 日系メーカーのトルコ法人による大型融資案件がもちあがり，シンジゲートローンの主幹
事（トップ・レフト）を目指して世界のトッププレイヤー達による激烈な競争が始まった。境遇も思想も
異なる二人の主人公のそれぞれの狙いは何か。思わぬTOBでの退却，それを挽回するための驚くべ
き策謀。敵味方が入り乱れ，社会情勢に翻弄されながらも1本のディールは動いていく。最後まで気
を抜けない国際金融の.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て/黒木 亮（小説：角川文庫）のhontoレビュー（感想）ページで
す。本の購入に役立つ評価やみんなのレビュー（感想）情報が満載。書店で使えるhontoポイントも
貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て 黒木亮のデビュー作。融資団主幹事の座の獲得をめぐっての邦
銀と外資投資銀行の争いを舞台に、日本の企業戦士と外資のプロの戦い、商業銀行と投資銀行
の戦いが鮮明に描かれています。シンジケートローンについて勉強できます。黒木亮は経済小説家と
いうジャンルを飛び越えて、単なる小説としても非常に質が高く、お勉強抜きで非常に楽しめます。
1行で融資を引き受けるのではあまりにもリスクが大きい案件の場合、複数の銀行が融資を引き受
けてリスクヘッジを行うわけです。その際の銀行を「シンジケート団」と言います。 ご参考までに、その
際、「シンジケート団」の幹事役（取りまとめ役）を担う銀行を「トップ・レフト」と呼びます。複数の銀
行が「シンジケート団」に名を連ねますが、その際、最も左側にその主幹事銀行名が入るからだそう
です。 詳しいことは、黒木亮氏の小説『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』（祥伝社 2000年）をお
読みになって.
2010年10月21日 . その記者には全面否定しておいた。しかしとにかく、諸君らには万全の注意を
払ってもらわなきゃ困る。噂が立っただけでアービトラージャーどもが動き出し、『標的』の株価が上
がって買収も糞もなくなるのは専門家のきみらが一番よく知っているはずだ。」 アービトラージャー(裁
定取引トレーダー)とは、買収計画発表後の株価上昇を狙って、買収の標的になりそうな企業の株
式を買い集める者をいう。80年代にはアイバン・ボウスキーという後にインサイダー取引で逮捕された
男がこの分野で活躍した。ウォール.
金融のプロお薦め「経済小説」ランキング · 2016年4月1日 .闇が生々しく描写されている」（宮尾
氏） ７位 2000Ｐ 「トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て」（ 黒木亮 ） 角川文庫 舞台はロンドン。大
型投資案件の主幹事（トップ・レフト）の座を巡り邦銀勤務の主人公と、米国投資銀行に勤めるか
つて.
2008年12月31日 . 黒木亮トップ・レフト－ウォール街の鷲を撃て－ 青い蜃気楼－小説エンロン－
○江上剛銀行告発座礁－巨大銀行が震えた日－ ○高杉良青年社長（上）（下）（２回目） 乱気
流（上）（下） ○渡邉美樹 きみはなぜ働くのかシゴト進化論 ○海堂尊チームバチスタの栄光（上）
（下） ○東野圭吾容疑者Ｘの献身 ○その他２００９大局を読む／長谷川慶二郎波乱の時代－わ
が半生とＦＲＢ－（上）／アラン・グリーンスパン日本電産永守イズムの挑戦ＵＦＪ三菱東京統合－
スーパーメガバンク誕生の舞台裏－
邦銀、証券会社、総合商社で23年あまりにわたって国内外のファイナンスに従事（海外勤務は英
国、ベトナム、エジプトで17年強）。43歳で国際協調融資をめぐる攻防を描いた「トップ・レフト」でデ
ビュー。「巨大投資銀行」「エネルギー」「排出権商人」「アジアの隼」「鉄のあけぼの」「法服の王国」
「ザ・原発所長」「トリプルA」など著書多数。早大時代は箱根駅伝に2回出場し、20Kmで道路北
海道記録を . トップ・レフト—ウォール街の鷲を撃て. 黒木亮. 祥伝社. amazon.co.jpへのリンクはこ
ちら · 紀伊国屋書店へのリンクはこちら.

2009年5月14日 . 黒木亮 トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て （角川文庫）. 以前紹介した『巨大
投資銀行』の作者黒木亮のデビュー作。巨大投資銀行の桂木が、トップ・レフトの今西、巨大投資
銀行の竜神が、トップ・レフトの竜花と、それぞれ少しだぶる印象を受ける。僕は、巨大投資銀行よ
りもトップ・レフトの方が、ストーリーとしては面白かった。 巨大投資銀行でもそうだったけど、本作品
でも、インベストメントバンカー達の人生の目的を問うているのが、僕にとっては、ちょっと鼻についた。
作者は、今西に、「社会貢献」という.
都銀VS米国投資銀行筆者は国際金融を舞台に仕事をしているだけあってリアリティがあって一気
に読んでしまいました。投資銀行のしたたかさ。まあ、これを読めば日本の金融機関が世界の中で
いかに力が無いのか、島国根性から抜け出せていないかがよくわかりま.
2017年9月30日 . 巨大投資銀行（上）. 『野村證券第2事業法人部』の外資版。邦銀に失望し、
米系投資銀行に身を投じたM&Aバンカー、“ウォール街の帝王”ソロモン・ブラザーズの天才債券ト
レーダー、開拓者魂に溢れるデリバティブ・セールスマンの3人の日本人を軸に、投資銀行業務をあ
ますところなく描いた作品。メガバンクの研修や大学のゼミでも使われている折り紙付きの内容。 トッ
プ・レフト ウォール街の鷲を撃て.
チェックした商品をブックマークに追加. ※このページ内の商品のみが対象です。 ※中古/新品在庫
が両方ある場合は、中古を優先します。 中古. トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て(角川文庫) ·
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て(角川文庫)(文庫). (文庫)黒木亮. 定価, ￥761（税込）. 中古
価格, ￥198（税込）定価より ￥563 おトク！ 発売年月日, 2005/07/22. 中古をカートにいれる ·
ブックマークに追加する. 中古. 冬の喝采 運命の箱根駅伝(幻冬舎文庫)(下) · 冬の喝采 運命の
箱根駅伝(幻冬舎文庫)(下)(文庫. (文庫)黒木亮.
日系自動車メーカーのイラン工場建設のため、一億五千万ドルの巨大融資案件がもちあが…
Pontaポイント使えます！ | トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て 角川文庫 | 黒木亮 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784043755028 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に
便利です！
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに
トップレフト ウォール街などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フ
リマ出品ですぐ売れる、買える商品もたくさん！
2014年6月23日 . 黒木亮の「トップ・レフト」。いささか古く平成12年に出版された本で、副題に「ウ
オール街の鷲を撃て」とある。作者自信が邦銀のロンドン支店国際金融課に勤務した経験から、日
系自動車会社のトルコ現地法人向けシンジケートローンを題材にした小説。 トップ・レフトとは、シン
ジケートローン(国際協調融資)の主幹事行として、ローンのクロージング(融資契約の締結)の際、
新聞広告で最上段左端に名前が載ることを言う。銀行にとって主幹事(マンデート)すなわちトップ・
レフトの地位を獲得するために、ロンドン.
2008年6月28日 . M&Aにたずさわって２年超になりますが、読み返してみて、「こういう風に交渉すれ
ばいいんだな」と勉強になります。最後に正体がわかる「伊吹」の存在も興味深いです。 著者の黒
木亮さんは、本書のほかに「巨大投資銀行 (上) 」「巨大投資銀行 (下) 」も書かれていますが、こ
ちらももちろん☆×５です。 最後に、ほぼ同じタイトル「トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文
庫)」で出版社の違うものも出ていますが、中身は同じです。私は続編かと思って両方とも買ってしま
いました。。。ほとんど詐欺です。
2008年12月26日 . 後輩から勧められて読んだが、なかなか面白かった。トミタ自動車のトルコ案件
を巡って、富国銀行ロンドン支店の次長・今西哲夫と、アメリカの投資銀行モルガン・ドレクスラーの
欧州シンジケーション・ローン部長を務める龍花丈が死力を尽くして戦う。邦銀には「事なかれ主
義」が蔓延しているし、一方のアメリカの投資銀行には「金儲け至上主義」…
2009年5月24日 . . ている日本の総合商社。ただファイナンスするだけでなく、プロジェクトを一気通
貫でデザインするところは締めとして非情に痺れた。 ちなみに外資系投資銀行の業務を描いている
場面を見て、クラウゼヴィッツの「戦争論」を連想した。特にディール後のことなど気にせず、いま目の
前の利益の最大化を追求するところなどはまさに「戦争論」の問題点とまったく同じで不思議な感
覚になった。いつだって短所は長所のすぐそばにあるのだ。 ランキングにご協力を · トップ・レフト ウォー

ル街の鷲を撃て (角川文庫).
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て/黒木亮のセル本は【TSUTAYA 店舗情報】です。
Attribute of the Author, Individual. Place, 北海道. Notes, SRC:トップ・レフト : ウォール街の鷲を
撃て / 黒木亮著(祥伝社, 2000.11). Date, 1957. Codes, AuthorityID=AU00013132
NCID=DA12911140. 1, ザ・原発所長 / 黒木亮著上,下. - 東京 : 朝日新聞出版 , 2015.7. 2, 法
服の王国 : 小説裁判官 / 黒木亮上,下. - 東京 : 岩波書店 , 2016.1. △Page Top. Back to

Bibliography Details · To PC. Copyright © 2015 Tohoku Fukushi University All Rights
Reserved.
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)』(黒木亮) のみんなのレビュー・感想ページです(74
レビュー)。作品紹介・あらすじ：日系自動車メーカーのイラン工場建設のため、一億五千万ドルの
巨大融資案件がもちあがった。大手邦銀ロンドン支店次長・今西は、国際協調融資の主幹事
(トップ・レフト)を獲得すべく交渉を開始するが、かつての同僚で日本を捨て、米系投…
著者は、国際協調融資をテーマに邦銀と米国投資銀行との息詰まる主幹事争いを描いた長編国
際経済小説『トップ・レフト』（祥伝社、２０００年１１月）でデビューを飾った国際金融の現場で長ら
く働く黒木亮氏だ。デビュー作『トップ・レフト』では副題に”ウォール街の鷲を撃て”とあったが、本作で
はアジアを舞台に鷲”ではなく”隼”をタイトルに使っている。力強く大空を舞い行動がすばやく冷酷で
獲物を鋭く狙い掴み取る鳥というのは、過酷な国際金融戦争を生き抜く企業や国際金融マンと、
イメージが重なるだろう。 本書の登場人物.
書籍「トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て」黒木 亮のあらすじ、最新情報をKADOKAWA公式サ
イトより。イランで巨大融資案件がもちあがった。融資団主幹事を狙う大手邦銀ロンドン支店の今
西の前に、米系投資銀行の龍花が立ちはだかる。弱肉強食の国際金融ビジネスを描ききった衝撃
のデビュー作。

Este Pin foi descoberto por Misako Kohno . Descobre (e guarda!) os teus próprios Pins no
Pinterest.
2012年7月20日 . 黒木亮『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』（角川文庫 2005）. 読み出して，い
きなり引き込まれる。黒木亮のデビュー作，めちゃめちゃ面白いじゃん。 と，66頁まで進んだところで，
「ん？龍花丈（たつはなじょう）？矢吹丈じゃないのか。」でも，びみょうな既視感。ある疑惑が湧き
上がりつつも83頁まで進む。 . 「龍花丈って，かなりキャラ立ってるな。それにしても，う～ん，どこかで
見たような。いや，もちろん龍花に，作者である黒木自身を投影しているのは間違いないのだけど，
そういう既視感ではなくて，.
2013年12月3日 . . 亮 『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』 角川文庫 (2005/7/25) ISBN:9784043755028《小説です》; 末永 徹 『メイク・マネー!―私は米国投資銀行のトレーダーだった』 ISBN
978-4163554907 文藝春秋 (1999/09)《体験記です》. この他ゼミを進めていくなかで、必要に応じて
紹介します。 【評価方法】. ゼミに取り組む姿勢と貢献度をもとに評価します。 【注意事項】. 3年生
には「証券投資論Ⅰ・Ⅱ」の授業を、4年生には大学院の「証券投資論Ⅰ・Ⅱ」and/or「金融工学I・Ⅱ」
の授業を履修してもらいます。
2015年11月23日 . おすすめビジネス小説④『トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て』. 「ビジネス小
説」から始める、この世の理（ことわり）。手始めに 出典： Amazon.co.jp. 次にご紹介するビジネス小
説は、知る人ぞ知る名作『トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て』。 「邦銀VS.米国投資銀行」を
テーマにした想像を絶するスケールの壮大さに、手を震わせながら読むこと必至である。また著者は、
海外で大学院を卒業し、ロンドン銀行で努めた異例の経歴を持っているため、本著の中では普段
知れないような国内外でのビジネス.
24 Sep 2007 - 16 minジェイデン・クリストファー・サイア・スミス.タンディ・ニュートン,ガブリエル・ムッチー
ノ ￥ -- 3人が購入 、409人がクリック. ニコニコ市場へ .
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て - Read Online or Download トップ・レフト ウォール街の鷲を撃
て by Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books.
トップ・レフト ー ウォール街の鷲を撃て (角川文庫)黒木 亮: 本. A Lesson On Time From A

Course In Miracles by Alan Cohen - HealYourLife. Course In MiraclesSpiritual

ThoughtsInspirational BooksThe JourneyBook ReviewsBook JacketForgivenessMarianne
WilliamsonLife Is.
2012年3月10日 . プロローグ; 第一章 国際協調融資; 第二章 ウォール街の鷲; 第三章 敵対的買
収宣言; 第四章 ロシアの汚染; 第五章 マイワード・イス・マイボンド; 第六章 最強の投資銀行; エピ
ローグ. この小説が作家、黒木亮のデビュー作なんですね。 タイトルの「トップ・レフト」は国際協調融
資（シンジケート・ローン）の主幹事のこと。 その主幹事獲得を目指し悪戦苦闘する邦銀の銀行員
と、外資系投資銀行に勤める元日本人バンカーの二人が主人公。 この主人公二人は同じ銀行
出身という設定。前者は銀行の組織的.
トップ・レフト - ウォール街の鷲を撃て - 黒木亮 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購
入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て. 出典bookmeter.com. お気に入り詳細を見る. 邦銀上層部に
蔓延する「事なかれ主義」「減点主義」「リスク回避」に辛酸を舐めされられ米系投資銀行へ転職
した龍花に感情移入してしまうのはひねくれ・はねっかえり精神を持つ次男坊（※）の宿命なのか。。
主人公は邦銀という制約の中、必死にトップ・レフトを奪取しようとしている今西なので龍花はそれを
怨恨から邪魔する悪役として描かれ、最後は.。 人種、文化、性別、ロジック、感情、ビッグ・マネー
が蠢く投資ビジネスの息吹を素人が.
お気に入りリストに追加. トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て. 黒木亮／著 （本・コミック）. 販売価
格： 1,900円 （税込2,052円）. 19 ポイント. 5つ星のうち 4.5 （3件）. セブンネットショッピング. お気に
入りリストに追加. ＴＯＥＩＣテスト完全攻略レベル別イディオム１６００. 町谷美夫／著 （本・コミッ
ク）. 販売価格： 1,600円 （税込1,728円）. 16 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. セブンネットショッピン
グ. お気に入りリストに追加. なぜ真のリーダーがいないのか 伝説の経営者が語るトップの条件.
リー・アイアコッカ／著 鈴木主税／訳 （本・.
ウォール街の鷲を撃て. 巨額融資をめぐる、邦銀 VS 米国投資銀行の行詰まる激闘！ 在ロンドン
現役国際金融マン、経済小説界に衝撃デビュー！ この高揚感はは、経済小説の先駆者・城山
三郎氏、清水一行氏の小説に出会ったときと共通している。 文庫はこちら. そのほかのお薦め. 投
資カレンダー2018 株式・FX・日経平均先物の必勝投資アイテム ベテラン度 大岩川源太/山中康
司/藤本誠之 パンローリング 2017年10月発売 2,916円 国内送料無料すぐ発送, エネルギー(上)
黒木亮 日経BP 四六判 388頁 2008.
2008年12月11日 . これは、本を購入した後にわかったことであるが、「トップ・レフト」の文庫版は、角
川文庫と祥伝社の２社が出版している。前者のタイトルは「トップ・レフト － ウォール街の鷲を撃
て」、後者のそれは「トップ・レフト － 都銀vs 米国投資銀行」とあり、サブタイトルが異なっている。
私は、通販のアマゾンで本を購入することが多い。この本を購入した人はこんな本もあわせて購入し
ているとネットで紹介されている。疑うことなく、これらは連作モノとして思って２冊を購入。「ウォール街
の鷲を撃て」を読了後、「都銀vs.
著者の本は何冊か読んでおりますが、 何れも、金融最前線にいる人なら経験するであろう交渉、
用語が頻繁に出ております。 この本では敵対的M&A、空売り、Loanに関して触れています。 特に
Loan契約書での重要な交渉事で、 「Negative Pledge」、「Cross Default」 条項の交渉があり、
印象的だったので、紹介します。 「Negative Pledge」 日本語では、担保設定制限条項、または財
務制限条項。 この条項は、Loanの貸し手の承認なしに、 自社の資産を担保提供することを禁じ
ています。 その為、ABSのような自社の.
強引な手法で単独・全額引受け（ソール・アンド・フルアンダーライト）を目指すウォール街の鷲と、誇
り高き金融街シティの契りで結ばれた今西率いる四行共同引受けグループとの息詰まる闘い。 .
トップ・レフト―ウォール街の鷲を撃て . トップ・レフト（Top Left） ひとつの銀行では負担しきれない巨
額の融資を複数の銀行が融資団をつくることによって実現する国際協調融資（シンジケート・ロー
ン）融資団を取りまとめる主幹事銀行の名は、調印時に作成される「ツームストーン（融資完了広
告）」において、常に融資銀行団の最.
トップレフトに関連した本. トップ・レフト 都銀vs.米国投資銀行 黒木 亮 サウンズグッド カンパニー;
トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て (角川文庫) 黒木 亮 角川書店; トップ・レフト―都銀vs.米国

投資銀行 (祥伝社文庫) 黒木 亮 祥伝社. >> 「トップレフト」を解説文に含む用語の一覧. >>
「トップレフト」を含む用語の索引. トップレフトのページへのリンク.
国際金融の世界をリアルに描くビジネス小説の体をとりつつも、何のために働くのかという答えのない
問いを投げ掛けられる、マクロの世界とミクロの思考が上手く融合した小説。 ファイナンスのトップレフ
トを獲得するまでの顧客や社内審査との交渉に加え、エマージングマーケットならではの市場とのやり
取りがとてもわかりやすく描写されていた。その一方で、国際金融というマクロな世界を相手に、果た
して自分は何のために働くのか、といった人間味溢れる苦悩が、二人の主人公の目線を通して両
極端の形で描かれている。
1, 法服の王国 : 小説裁判官 / 黒木亮著 上,下. - 東京 : 岩波書店 , 2016.1. 2, 排出権商人 /
黒木亮著 東京 : 講談社 , 2009.11. 3, カラ売り屋 / 黒木亮著 東京 : 講談社 , 2007.2. 4, 巨大投
資銀行 / 黒木亮著 上. - 東京 : ダイヤモンド社 , 2005.11. 5, 巨大投資銀行 / 黒木亮著 下. - 東
京 : ダイヤモンド社 , 2005.11. △ページトップ. 書誌詳細に戻る · PCサイトへ切替. Copyright ©

2016 Kindai University Central Library. All Rights Reserved.

