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都合により講演者および講演内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により講演が中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホー
ムページよりご案内いたします。講義の録音、録画、転載などはご遠慮ください。運営を妨げる行為や他のお客様に迷惑となる行為は禁止いたします。資産拡大フェアでは出展社から金融商品取引契約の締結を勧

誘する行為、目的のある資料を配布することがございます。商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各
商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お客様へのお願い

受講券が「必要」です。空席のある場合は当日参加も可能
ですので、各会場のスタッフに直接ご確認ください。

当イベントのセミナーは「受講券が必要」なセミナーと「受講券が不要」なセミナーがございます。
各セミナー枠に記載しております、下記のアイコンをご確認の上ご参加ください。全セミナーとも【先着順】にてご案内いたします。

受講券が「不要」です。
※聴講者多数の場合は安全面上、入場を制限させていただきます

必要 不要

PROGRAM セミナープログラム

SEMINAR PROGRAM (開場 9:30 閉場 19:00)

SEMINAR PROGRAM (開場 12:00 閉場 19:30)

サクソバンク証券株式会社
相場で道をひらく マーケットの極意

13:30終了石原 順

必要

招待講師
山崎和邦の投機の流儀

15:20終了山崎 和邦

必要

招待講師
日本株を動かす
外国人投資家の儲け方と発想法

17:00終了菊地 正俊

必要

招待講師
ずっと使える
FXチャート分析の基本と実践

19:00終了田向 宏行

必要

招待講師
成長株の極意

13:30終了DAIBOUCHOU

必要

一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会
将来への投資
仮想通貨が未来を変える！？

15:20終了
廣末 紀之・奥山 泰全
紺野 勝弥・金光 碧

必要

招待講師
日米中の行方

19:00終了江守 哲 志摩 力男

必要

招待講師
最新版！お金の増やし方を教えてください！

13:30終了山崎 元

不要

サンワード貿易株式会社
株は技術だ！

15:30終了相場 師朗

必要

招待講師
K-1チャンピオンの億を稼ぐ株式投資術

19:00終了久保 優太

不要

株式会社東京日商エステム
【三大都市圏】東京・名古屋・大阪の
不動産投資の今とこれから

15:40終了中山 裕嗣

不要

セカオピ / 株式会社ノークリー
Simtechの台頭
～アセットソリューションの新たなる常識～

14:30終了大石 武

不要

センチュリー21レイシャス
マネープランセミナー～サラリーマンの
ためのファイナンシャルプランニング～

16:30終了住吉 秀一

不要

株式会社Valuable Style
知らないと損！富裕層担当税理士が語る。
すごい節税○○術！

17:30終了海藤 貴浩

不要

招待講師
不動産投資で人生を変えるセミナー
～6年間で売却益25億円をあげた男～

13:10終了堀 鉄平

不要

日本ホールディングス株式会社
驚異の年間平均99％台の入居率を維持できる理
由とは？誰も知らない 「京都」不動産投資の魅力

14:40終了八尾 浩之

不要

株式会社プレサンスコーポレーション
【IR(統合型リゾート)×大阪万博×再開発】日本経
済を牽引！≪国際都市・大阪≫の持つポテンシャル

15:40終了佃 大和

不要

株式会社ハロハロホーム
ハイブリット投資&最先端資産保全術を一
部解禁！知られざるフィリピン投資と保全術

13:00終了鈴木 廣政

不要

株式会社ランドネット
仕入最大手業者が教える
新時代の不動産投資5ポイント

16:30終了染谷 重幸

不要

株式会社USTRUST( アストラスト)
伝説のディーラーが語る！資産形成術

14:40終了藤巻 健史

不要

株式会社レ・コネクション
稼働率80％超え、リピーター率44％、
利回り6～12％の京町家不動産投資

15:30終了奥田 久雄

不要

招待講師
資産2億円超のFPが語る、
極限まで時間を味方にしてお金を増やす方法

17:40終了田中 佑輝

不要

招待講師
「不動産投資市場の現状と展望」
～2019年版～

18:40終了長嶋 修

不要

株式会社フジトミ
できてますか？
老後2000万円問題の理解と対策

11:30終了坂本 慎太郎

必要

ウェルスナビ株式会社
これからの投資の思考法

15:20終了柴山 和久

必要

招待講師
エリオット波動研究

17:00終了有川 和幸

必要

副業アカデミー
テレビ出演多数の副業のプロが教える！自己資金と
マイルをどんどん増やせる「5つの副業」セミナー！

11:30終了小林 昌裕

必要

招待講師
【LIVE中継】投資の発想力
―なぜ宇宙事業へ投資するのか？̶

13:40終了堀江 貴文

不要

一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会
ビットコインが切り拓いた通貨の新時代

17:00終了坂井 豊貴

必要

株の学校ドットコム
不動産と株は、こう組み合わせて億を作れ！

11:30終了窪田 剛

必要

招待講師
投資の発想力　―なぜ宇宙事業へ投資するのか？̶

13:40終了堀江 貴文

不要

IG証券株式会社
新冷戦時代の資産拡大戦略
‐ 日本初の金融商品 IG証券の「ノックアウト・オプション」のトレード戦略 ‐

15:20終了エミン・ユルマズ

必要

ガチ速 FX 及川圭哉（FXism）
書籍「ガチ速 FX」4万部突破記念講演
6度の無一文から24億稼ぎだした投資手法

17:00終了及川 圭哉

必要

招待講師
株で 1億円儲ける小型株投資

18:40終了鈴木 正剛

必要 招待講師
15年勝ち続けた
億超え投資家の資産運用と4つのルール

18:40終了立野 新治 ポイン

必要 招待講師
家計改善のプロが伝える！失敗しない投資の始め方

18:40終了横山 光昭

不要

千葉テレビ放送株式会社
売れっ子テレビプロデューサーが教える
言ったもの勝ち！「勝手に」演出術

10:30終了大林 健太郎

不要

招待講師
大きな富を受け取る器になる
～投資で利益を出す本質的原則～

13:40終了松島 修

不要

株式会社 LIFULL Social Funding
不動産特定共同事業法における適格特例
投資家限定事業スキームの活用実例

10:30終了市川 和也

不要

株式会社日本アセットナビゲーション
頭金10万円から！目先の利益ではなく長期計画で安心
運用！中古区分マンション投資が選ばれる理由はここ！

11:40 終了茂木 亮介

不要

株式会社プレサンスコーポレーション
【IR(統合型リゾート)×大阪万博×再開発】日本経
済を牽引！≪国際都市・大阪≫の持つポテンシャル

12:40終了佃 大和

不要

招待講師
融資の厳しい今、着実に資産を拡大する不動産投資法
とは？～10年先を見据えた失敗しない5つのプラン～

13:40終了寺尾 恵介

不要

旭ハウジング株式会社
個人で購入？法人で購入？第三の方法で実質
キャッシュフローを数倍にするアパート経営術を公開

11:30終了加藤 吉廣

不要

株式会社サンティエ / 副業アカデミー
自己資金とマイルをどんどんためる
ノウハウ大公開セミナー

12:30終了小林 昌裕

不要

株式会社ランドネット
仕入最大手業者が教える
新時代の不動産投資5ポイント

13:30終了染谷 重幸

不要

招待講師
引きこもりでも年収5,000万円の
不労所得を稼ぎ出す、私の投資手法全公開

10:40終了午堂 登紀雄

不要

株式会社FAプロダクツ
今からでも遅くない！会社員・公務員のための
太陽光発電投資～失敗しない物件の選び方とは～

11:30終了今野 彰久

不要

株式会社パートナーズ
歴史が証明する不動産投資の極意。仕入専門の強み！
東京都心9区＆駅徒歩5分以内！不動産投資って面白い☆

12:30終了吉村 拓

不要

セカオピ / 株式会社ノークリー
Simtechの台頭
～アセットソリューションの新たなる常識～

14:30終了大石 武

不要 日本ホールディングス株式会社
世界の中の京都と日本

14:40終了井上 章一

不要

株式会社ベルテックス
勝てる不動産投資2019
～あなたの部下は、あなたの大家かもしれない～

15:30終了彦坂 尚近

不要

株式会社東京日商エステム
年金減時代の
資産運用（資産形成）の考え方

14:40終了森永 卓郎

不要

センチュリー21レイシャス
マネープランセミナー～サラリーマンの
ためのファイナンシャルプランニング～

15:30終了住吉 秀一

不要

株式会社 USTRUST( アストラスト)
「令和時代の最新・
マンション投資市場の行方」

14:40終了野中 清志

不要

株式会社明光トレーディング
会社員・公務員におすすめの「純資産」形成！「低リスク」
で「手堅い」のは東京都心・中古・ワンルームです

15:30終了立花 秀一

不要

株式会社メディオテック
今がラストチャンス！？
20年間安定運用できる太陽光投資

16:30終了浅野 瑞基

不要 株式会社シーラ
400億の負債から再起した
杉本宏之の不動産投資術

16:30終了杉本 宏之

不要

伊藤国際会計事務所
外貨建て資産を持つ時に
気をつけなければならないこと

17:30終了伊藤 耕一郎

不要 株式会社アートスペース
～人生100年時代のマネープラン～
リスクが嫌いな人のお金の増やし方

17:30終了横山 利香

不要

招待講師
10年で 1億円を作れ！
売却から思考する不動産投資術

18:40終了石原 博光

不要

株式会社トーシンパートナーズ
日本人が知らない海外投資家が東京に注目する理由
～横浜IR構想が不動産市場に与えるインパクト～

17:30終了門倉 貴史

不要

株式会社日本アセットナビゲーション
「親子で話そう経済のはなし
～上手なお金の使い方～」

14:40終了泉 美智子

不要

茂木 亮介

株式会社グリップ
低価格、安定運用のマンションで将来設計。
横浜エリア物件で資金計画を安定させるコツ

16:30終了関口 大介

不要

升水 勇貴

株式会社クレド
堅実投資はこれ！海外ファンド×
中古マンション投資の資産形成術！

16:30終了小松 圭太

不要

安藤 義人

招待講師
米国つみたて投資 
月3万円で3000万円の資産運用

17:00終了太田 創

必要

招待講師
50億円稼いだ銘柄選択と株式投資

13:40終了田代 岳

必要

たけぞう

TaoTao株式会社
2019年末に向けた
暗号通貨・資産運用戦略

15:20終了ひろぴー

必要

一般社団法人 お金の学校
老後2000万円問題に向けた株式投資での資産形成術

17:00終了高沢 健太

必要


