【東京・大阪・福岡に続き・・・】

カネカン勉強会 (名古屋)
~ 企業オーナーの事業承継・相続・海外関連情報等
最新スキームを活用した資産対応を一挙公開！ ～
国内の税制の変化は、企業オーナーの皆様にとって日々頭を悩ませている事象かと存じます。
今回、東京で数多くの資産家への対応実績があるカネカン勉強会が名古屋でも開催。最新の税理
士・プライベートバンカー他のノウハウを今後開催予定です。皆様ご自身の勉強、お客様である
顧客のお悩み改善の情報として、ご活用頂ければ幸いです。
＜カネカン勉強会(名古屋)の特徴＞
★相続・海外の最新対応 →名古屋では取得困難な最新情報をリアルタイムに取得可能
★プライベートバンカー最新事情 →皆様の強い武器となる資産家への助言力があがる！
★実践に裏付けられた情報 →本部で一度は実践した情報のため情報精度が違う！
※原則として3か月に1回の勉強会を予定。東京(毎月)・大阪/福岡も開催中。
【セミナー概要(毎回ピックアップしてお届け)】
・カネカン勉強会とは？
・企業オーナーの事業承継が変わる！(新税制活用)
・富裕層の相続対応最新事情
・海外移住・海外法人口座
・海外不動産等を活用したリスク分散
・航空機リースなどを利用した利益分散
・仮想通貨税務の最新事情 (専門研究会)
・今後の開催方針

【開催要領】
日時：2018年7月18日（水）
19:00-（開場18:30）
会場：あんしん生命会議室
（名古屋市丸の内2-20-19）
費用：3,000円
定員：30名（定員になり次第締め切り）
講師：岡野貴幸（公認会計士・税理士）

講師略歴
あずさ監査法人にて、製造業、石油業を中心に、法定監査、任意監査、内部統制監督等の業務に従事。日本企業の監
査業務に加えて、外資系企業の監査にも携わる。その他、ベンチャー企業に在籍、法人・個人の資産管理、税務相談
を開始。2014年より岡野公認会計士・税理士事務所の代表を務め、医療クリニック、小売業、WEBサービス等の会
計・税務業務に従事。更に、医療関係税務、M&A、不動産買換えスキーム、海外移転業務等にも対応。

この用紙のままFAXで (又はHPより）お申込みください！
ＦＡＸ NO.

052-209-5629

お問い合わせ先：カネカン勉強会（http://kanekan.net/index.html）
代表：公認会計士・税理士 岡野貴幸 (T) 03-6667-4125 (m)info@kanekan.net
名古屋本部 石塚光太郎 (m)koutarou.ishiduka@outlook.jp
ご記入頂いた個人情報は厳重かつ適正な管理の下に取扱いご本人様のご指示または同意がある場合を除き、ご連絡お問い合わせ、ご要望の事務資料としてのみ利用させて頂きます。
また法令が認める場合の除き第三者への提供は致しません。

カネカン勉強会(東京)スケジュール
日程： (東京)毎月第2月曜日19：00～大阪・福岡・名古屋は原則3か月毎。
詳細： ＨＰでご確認頂き頂きご友人とお誘い合わせの上ご参加ください。
日程

構成

表題

内容

第42回 2018/7/9(予)

事例で学ぶ マ ルサ対応

聞いたり関心はあるもののなかなか聞けないマニアックな世界がここに。何と
マルサ調査に詳しい弁護士による貴重な機会です。

第41回 2018/6/18

企業オーナーの 最新税務

新事業承継税制がいよいよスタートしました。その対応についてどこよりも分
かりやすく活用具体例をお届けします。

第40回 2018/5/14

仮通税務(5 )+最新情報ｻ ｲ ﾄ

第39回 (済)20１8/4/16

仮通税務(4 )+ﾏ ｲ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ 特集

第38回 (済)20１8/3/19

仮通税務(3)+BT C 不動産

第37回 (済)20１8/2/19

仮通税務(2)+仮想通貨運用

第36回 (済)20１8/1/15

仮通税務(1)+税務調査

第35回 (済)20１7/12/11

民泊ビジ ネス最新事情

第34回 (済)2017/11/１1

新電力ビジ ネス

第33回 (済)2017/10/16

あなた の 知らない保険

第32回 (済)2017/9/11

経費はこうし て下げ る

第31回 (済)2017/７/１０

ビジ ネス成功9つの 秘訣

第30回 (済)2017/6/12

ビットコイ ン進化形！

第29回 (済)2017/5/15

固定資産税は下げ られる？

第28回 （済）2017/4/10

新!確定拠出の 凄い世界

第27回 （済）2017/3/13

知らないと損の金融法律

第26回 (済)2017/2/13

トップリーダーの世界

第25回 (済)2017/1/16

社会保険の驚くべき世界

第24回 (済)2016/12/19

ＩＰＯの新しい世界

第23回 (済)2016/1１/7

新コンテンツ革命

第22回 (済)2016/10/17

相続対応の最新事情

第21回 (済)2016/9/12

Ｍ＆Ａ新時代の到来

第20回 (済)2016/7/１１

未来マネーの新常識

第19回 (済)2016/6/13

海外投資の最新事情

第18回 (済)2016/5/16

ｸ ﾞ ﾛ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ ﾀ ｯ ｸ ｽ 特集

第17回 (済)2016/4/11

常識を覆す資産運用

第16回 (済)2016/3/7

3月決算企業の 徹底対応

第15回 (済)2016/2/8

ア ジ ア 不動産新戦略

第14回 (済)2016/1/12

1日5分の運用提言

第13回 (済)2015/12/7

今し か ないタ ックスプラン

第12回 (済)2015/11/9

サラリーマン検討プラン

第11回 （済）2015/10/13

企業ｵ ｰ ﾅ ｰ 対応の全貌

第10回 (済)2015/9/14

法人保険の新活用

第9回

(済)2015/9/5

第8回 (済)2015/7/28

ＮＹ不動産最新事情
ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽ ﾓ ﾃ ﾞ ﾙ 研究会

第7回

(済)2015/7/13

海外不動産（償却事情）

第6回

(済)2015/6/8

保険ｽ ﾍ ﾟ ｼ ｬ ﾙ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ

第5回 (済)2015/5/18

収益不動産ｽ ｷ ｰ ﾑ 研究

第4回

(済)2015/5/11

太陽光発電の新活用

第3回

(済)2015/4/13

社会保険・補助金研究

第2回

(済)2015/2/9

海外移住・口座・移転

第1回

(済)2014/12/15

航空機リース徹底活用

一般社団法人がお届けする仮想通貨の税務、更に仮想通貨マーケットニュース
の社長登場。このマーケットの将来像を探る企画。
一般社団法人がお届けする仮想通貨の税務、更にマイニングという名前は
知っていても実情は知らない驚きの世界をご紹介。
一般社団法人がお届けする仮想通貨の税務、更にビットコインで不動産が買え
る時代に向けたサービス展開について。
一般社団法人がお届けする仮想通貨の税務、更に仮想通貨の運用のプロがそ
のノウハウを伝授する企画。
一般社団法人がお届けする仮想通貨の税務、更に税務調査の内情について、
国税ＯＢの方より実際の事例を紹介。
今や急増する訪日外国人。民泊ビジネスのポテンシャルは凄い、一方でマナー
や近隣問題も。その最新事情をご紹介する特集。
(新企画)初めての電力特集。あなたの毎月支払っている電気代が安くなって
ビジネスにもなる？なぜ？驚きの新電力の世界をご紹介。
皆様の保険イメージって？、実は保険は他にはない多くの機能が！その驚く
べき活用方法をお伝えする貴重な機会。
(新企画)初めての経費特集。収入と支出は同じだけ重要！意外に知られてい
ないポイントを紹介。経費コントロールという世界。
20代銀行ファンドマネージャーが40代飲食コンサルとして成功する過程で分
かった成功の秘訣。新企画。苦労の成功の物語！
あまりに最近話題になる「ビットコイン」ですが、まだまだ怪しいものも多い。き
ちんと理解し活用するたえには？貴重な情報提供企画。
普段は全く話題にならない「固定資産税」。これが下げられるって？信じられ
ない世界をお届けする機会。
確定拠出年金…知っているようで知らない魅力をご紹介。誰よりも分かりやす
いと好評価の人気講師が登場です。
金融法律という新しい世界をお届け。知っているといないとでこんなに違う・・・
講師は日本有数の弁護士先生。
トップリーダ1,000人をインタビューした貴重なお話を伺う機会。生き方を勉強
する新春に相応しい初企画。
税金と共に大きな負担の社会保険。これが実はコントロール可能？驚くべき世
界をご紹介。初企画。
カネカン初の「株式上場特集」！特別に、上場請負人と呼ばれる方を招聘。ＩＰＯ
株式上場が身近な時代へ。
カネカン初「コンテンツ特集」ピコ太郎・安倍マリオ・ポケＧＯ！…日本のコンテ
ンツが世界を変える。
「大」相続時代が到来中！今回は「相続」初企画。自社株の対応・不動産等の多
彩な対応をご紹介。
ビジネス特集。Ｍ＆Ａの最新情報を含め、ビジネスマッチングにも有効な手法
まで徹底紹介企画、要チェック。
通貨とは何か・・・私達の常識を覆す「仮想通貨特集」。巨大化するビットコイン他
の最新事情。
海外不動産特集。カネカンは更に進化、イギリス・オーストラリアの最新事情。連
携情報満載。
パナマ文書が話題に。世界の税務は不思議で面白い。常識の違いを知る貴重
な勉強会を開催。
今まで常識は「長期投資」「分散投資」。この常識を覆す全く新しい資産運用を
紹介する企画。
圧倒的に多い「3月決算」。法人税改正を捉えた対応を徹底解剖。まだ間に合う
対応を税理士より紹介。
マレーシア・タイ等アジア不動産投資が拡大中。徹底分析情報に加え、新たな
投資手法もご紹介。
２兆円運用のファンドマネージャーが、「誰にでもできる資産運用」の秘訣を伝
授する新春特別企画。
各々専門3社の講師から、債券・保険・国外、太陽光、不動産情報など盛り沢山
の最新情報を提供。
実はサラリーマンも検討できる!・・・特別に給与所得者向けの世の中にあまり知
られていないポイントをご紹介。
企業オーナー独自「３つの検討ポイント」について研究する機会。全体像を把
握するための勉強会実施。
法人保険の活用を４分類（保障・貯蓄・収益・移転）、特に「新しい活用スキーム」
を中心に勉強会を実施。
ＮＹ不動産の最新事情。出張されたスタッフからヒアリング。まだまだ成長する
NYマーケット最新事情を伺いました。
ミシュラン２年連続獲得の駒込プッチを貸切。ワインとパスタを楽しみながら大
いに議論しました。
現地のスタッフより最新事情を講義頂きました。物件の選び方・ローン・運営な
どの実務的な勉強会でした。
ほとんど世の中で議論されていないスキームについて話題提供あり、法務・税
務の専門家で議論。
更に進化する国内収益不動産。特にワンルーム投資の中でも、家賃保証をつけ
安定感を増したスキームを研究。
太陽光発電の最新事情をヒアリング。各報道による影響と、案件の見極めな
ど。実務で大変勉強になり好評でした。
分かっているようで分からない社会保険・補助金。特に今回はオーナーサイド
から見た仕組み。目からうろこでした。
海 外 移 住 ・ 法 人 口 座 ・ 資 産 移 転 など、海外スキーム全般についてシンガポー
ル居住者より説明あり。貴重な勉強会でした。
時代と共に変化する航空機リーススキーム。その変化と活用について改めて
学習できました。

勉強会詳細・申込はホームページで。福岡に加え、東京・大阪・名古屋も。お間違えないように。

