
～ 幅広いお金に関する本質的な勉強会 ～

新カネカン勉強会

＜詳細は、専用ライングループで配信中です＞

日時：(月1回)土曜日10:00～11:30 スケジュールは裏面
場所：現在はオンライン(Zoom)、 ミーティング番号 477-477-4377 パスワードは別途

参加費：参加費 無料。 ビデオ配信、クラウド情報フォルダのメンバーサービスもご用意。

☑幅広く最新のマネー情報を勉強したい、 ☑自らの仕事に幅を持たせたい、副業を検討したい
☑富裕層ビジネスに従事、☑税務等の顧問がほしい、☑海外に資産移転・移住の知識が欲しい
年齢・職業等の制限はありません。情報守秘・ビジネスマナーなどの遵守が出来る方。

お申し込みはホームページ:https://nda-jp.biz/kanekan/ →
（当方は各法令を遵守し、個別商品･サービスの提案は行いません)

新しい情報共有の仕組みです。お気軽にご参加ください！

税理士・会計士・プライベートバンカー・海外プロダクト・不動産等、幅広い分野の専門家が集
まる情報コミュニティです。参加無料。

「企業オーナー・高所得者・富裕層」に本当に役立つ幅広い情報交換を実施中。既に130回
を超えました。オンライン・リアルを複合的に活用した従来にない全く新しいミーティングに一度参
加してみませんか。過去の詳細は裏面を参照ください。

ビデオ閲覧はメンバー登録が必要です、「カネカン勉強会」で検索ください。

お申し込みはホームページ:https://nda-jp.biz/kanekan/ →

特殊保険 海外居住 M&A資産運用

新カネカン勉強会(旧ﾋﾞｼﾞﾈｽｵｰﾅｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)

過去全てのスケジュール詳細は裏面をご覧ください。

プライベートカンパニー 相続・承継 海外不動産

★★★ 幅広く実践的な情報を共有・活用しています ★★★
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現在はコロナ禍でズームでの開催のみ NDA株式会社
代表：頼金勇・岡野貴幸(税理士・会計士)
本社：千代田区神田東松下町41-1
HP：https://nda-jp.biz/
E-MAIL：head@nda-jp.biz



～ 従来にない新しい仕組み：幅広いビジネス情報を共有する仕組み ～

140回を超えるミーティング 全スケジュール一覧表
日程 回 概要 日程 回 概要

6月9日 第74回 ＮＹ生中継　ナップビジネス
10月1日 第1回 ＢＯＭの概要 6月16日 第75回 テレビプロデューサー初出演
10月8日 第2回 M&A（大阪）ライブ中継。 6月23日 第76回 顧客の心の開き方(大阪支部長)

10月22日 第3回 太陽光特集。年末までに間に合う実例。 6月30日 第77回 100億円を稼ぐ秘訣(投資マインド)
10月29日 第4回 不動産特集。タワマンの税制改正 7月7日 第78回 社会保険料の削減ノウハウ
11月5日 第5回 グーグルドライブ活用法+個別案件 7月14日 第79回 補助金の獲得確率を上げる方法

11月26日 第６回 今しかない対応。12月ならでは税務特集 7月21日 第80回 富裕層ビジネス最前線
12月3日 第７回 シンガポール在住専門家とライブ中継 7月28日 第81回 クラウドファンディングという世界

12月10日 第８回 税制改正特集。ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞも 8月4日 第82回 法人保険の最新事情
12月17日 第９回 ビジネス連携の総集編。 8月11日 第83回 クラウドファンディング最新事情
1月14日 第10回 確定拠出型年金の知られざる世界 8月25日 第84回 最強司法書士の事業承継実務
1月21日 第11回 不動産最新情報＋BOM資本政策。 9月1日 第85回 Ｍ＆Ａの新潮流と陥りやすい留意点
1月28日 第12回 ビジネス特集（融資＋M&A+確定拠出） 9月8日 第86回 税務特集(法人税・所得税・相続性)
2月4日 第13回 ビジネス特集（カテゴリー別情報） 9月15日 第87回 法人保険の今しかない情報

2月11日 第14回 関西特集、個別案件特集 9月22日 第88回 ＬＥＤ特集(全く新しいSDGS投資)
2月18日 第15回 財団設立の特殊な世界 9月29日 第89回 法人保険の最新事情２
3月4日 第16回 スモールM&Aの具体的な活動

3月11日 第17回 固定資産税は下げられる？特集 10月6日 第90回 個別事業譲渡案件(M&A特別特集)
3月25日 第18回 福岡特集（責任者とK社長ご紹介）。 10月13日 第91回 名古屋特集（国税ＯＢの相続税専門家）

10月20日 第92回 東欧不動産の最新事情(驚異の収益率)
4月1日 第19回 本格稼働に向けた私たちの想いと連携 10月27日 第93回 海外居住（マレーシアロングスティ他）
4月8日 第20回 具体的な対応事例紹介 11月3日 第94回 デュッセル・ミンダナオ特集(知られざる世界)

4月15日 第21回 モスクワよりライブ中継（キプロス） 11月10日 第95回 LA・ラスベガス特集(海外不動産特集)
4月22日 第22回 ビットコイン最新情報 11月17日 第96回 新シェアヘリビジネス(富裕層向けサブスク)
5月6日 第23回 保険特集！大型契約成功の秘訣 11月24日 第97回 ハワイ生中継スペシャル(不動産・レバ)

5月20日 第24回 福岡ライブ中継(アジアとの懸け橋) 12月8日 第98回 ケアテック最前線(福岡生中継)
5月27日 第25回 不動産コンサル初登場！(新企画) 12月22日 第99回 保険特集(4つの活用の極意)
6月3日 第26回 助成金・補助金特集(独特の世界) 1月12日 第100回 100回を振り返る特集(良くやった特集)

6月10日 第27回 M&Aリアルタイム情報(独自情報) 1月26日 第101回 海外キャプティブ特集(実例紹介)
6月17日 第28回 個人所得税＋不動産(台場最終) 2月9日 第102回 民法改正がビジネスチャンス！(生前対策)
7月1日 第29回 新オフィス紹介（神田） 2月23日 第103回 外資系プライベートバンカーの世界

7月8日 第30回 M&A（組合）、保険特集 3月9日 第104回 ハワイビジネス最前線(最新ビジネス)
7月15日 第31回 自動両替機ビジネス 3月23日 第105回 議決権活用（属人的株式・種類株）
7月22日 第32回 サラリーマン半歩の進化(PC)
8月5日 第33回 足場ビジネス特集(タックスプランニング) 4月6日 第106回 大手企業ビジネス連携（N・A社他）

8月12日 第34回 M&Aの個別情報提供(情報留意) 4月20日 第107回 Ｍ＆Ａ実践編、全損スキーム

8月19日 第35回 電力ビジネス特集（新電力） 5月11日 第108回 ハワイより生中継（ビジネス最前線）
8月26日 第36回 電力ビジネス実務編（手続きの手順） 5月25日 第109回 新ビーコン事業とは(ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ活用)
9月2日 第37回 資料特集(正会員用送付資料) 6月8日 第110回 海外相続＋仮想通貨最新情報

9月9日 第38回 支払調書特集(知られていない世界を紹介) 6月22日 第111回 ハワイより来日。保険徹底特集
9月16日 第39回 新型決済ビジネス特集(タブレット活用) 7月8日 第112回 米国投資家投資ビザ（EB-5）特集
9月30日 第40回 上半期総まとめ。 7月20日 第113回 100%償却太陽光 代表社長より

9月7日 第114回 海外相続特集(プロベートの世界)
10月7日 第41回 緊急不動産＋Ｍ＆Ａ特集 12月7日 第115回 トキを贈る特集＋最新情報(超有名企業)

10月14日 第42回 海外保険特集(ハワイ・シンガポール)
10月21日 第43回 非上場株式の評価(特殊な世界と対応) 2月15日 第116回 香港を活用した新スキーム特集
10月28日 第44回 フィリピン不動産の実態(ビザ＋高級レジ) 3月14日 第117回 ハワイ最新情報(不動産＋資産レバ)
11月4日 第45回 グーグルドライブ活用法(ファイル共有) 4月18日 第118回 今、経営者が考えること(コロナ対策)

11月11日 第46回 所得税特集(トータル対応のじっくり解説) 4月25日 第119回 不動産＋航空機市場の最新情報

11月18日 第47回 モスクワ特選＋沖縄宮古島(マニアック) 5月16日 第120回 アフターコロナに向けた最新情報
11月25日 第48回 税務調査の実情:特別企画 6月13日 第121回 航空機最新＋ハワイ・シンガポール生中継
12月2日 第49回 所得税対応特集(３つの対応の極意とは) 7月18日 第122回 米国法務特集(ＬＡ生中継:不動産・相続)

12月9日 第50回 副代表特集＋新資産運用 9月12日 第123回 ①キプロス生中継、②TV出演の威力
12月16日 第51回 心電図ビジネスとは？(専門医より紹介) 10月10日 第124回 ①本という媒体の威力、②ＧlobalTax-Ⅰ
12月23日 第52回 まだ間に合う、年末最終対応特集 11月21日 第125回 ①韓国生中継(Ｅ２ビザ)、③海外不動産

1月6日 第53回 新春の最新情報特集(M&A・不動産他) 12月12日 第126回 福岡生中継・GlobalTax-Ⅲ
1月13日 第54回 仮想通貨税務事前紹介

1月20日 第55回 2000万円が50億円に?（運用実例） 1月30日 第127回 ①事業再生のリアル,②海外資産運用
1月27日 第56回 M&A一挙40件特集(国内案件) 2月20日 第128回 ①社長の手取り最大化、②法人税特集
2月3日 第57回 仮想通貨Pコイン(独自企画) 3月27日 第129回 ①仮想通貨の未来、②富裕層と不動産

2月10日 第58回 福岡特集（補助金・仮想通貨・福岡100） 4月17日 第130回 ①サラリーマンSDGS投資、②経営再構築
2月17日 第59回 事業承継税制（対策編） 5月15日 第131回 ①CBDの本質、②新太陽光100%投資
2月24日 第60回 仮想通貨の手続き（個別コイン） 6月12日 第132回 ①M&Aの新潮流、②セミナービジネス連携
3月3日 第61回 一般社団設立特集(資産対応の別世界) 7月24日 第133回 ①ハワイレバレッジ、②新100%全額償却

3月10日 第62回 不動産小口化（新型スキーム紹介） 9月18日 第134回 最新高級車を活用した驚きの世界

3月17日 第63回 保険連携(事業承継税制) 10月16日 第135回 国際税理士が薦める海外ビザ・海外ＰＢ
3月24日 第64回 アンティークコインという世界(独特の価値観) 11月20日 第136回 ハワイ活用ビジネス＆タックス特集
3月31日 第65回 新しいＢＯＭの仕組み特集(ｶﾈｶﾝ連携) 12月18日 第137回 最先端AgeTechの世界

4月7日 第66回 名古屋より、税務顧問特集 1月15日 第138回 フランチャイズビジネスの本質

4月14日 第67回 保険連携（担当者向けご案内） 2月19日 第139回 暗号資産特集2022
4月21日 第68回 新事業承継最新アップデート 3月19日 第140回 米国カリフォルニア中継特集
4月28日 第69回 ファミリーオフィス特集(未来を変える仕組み) 4月23日 第141回 特命社長室事業という世界

5月12日 第70回 事業承継の極意(専門税理士より) 5月21日 第142回 タックスプランニング最新事情
5月19日 第71回 私が語るＮＤＡの可能性(某大手銀行CA) 6月25日 第143回 内容未定
5月26日 第72回 これであなたも事業承継専門家 7月23日 第144回 内容未定
6月2日 第73回 仮想通貨の未来(未来を占う企画) 具体的な内容は専用ライングループでご連絡しております
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