カナダ投資・税制セミナー
～ 魅力的なビジネス環境を活かした海外戦略 ～
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日本・ カナダ 商工会議所協議会
この度、デロイト トーマツ税理士法人および Deloitte LLP トロント事務所 日系企業サービスグループでは、カナダ大使館、
ケベック州、アルバータ州および日本・カナダ商工会議所協議会の協力を得て、「カナダ投資・税制セミナー」を開催いたしま
す。日本ではあまり知られていないビジネスのオペレーションの観点からカナダ市場の魅力に焦点をあて、優位性のある税
額控除制度を含む税制の概要、カナダでのビジネス展開にあたってのポイントを解説させて頂きます。
基調講演では、サッポロビール株式会社 取締役 執行役員 横井成尚氏をゲストにお招きし、カナダにおけるマーケットシ
ェア第 3 位の伝統あるビール会社 Sleeman Breweries Ltd. の前社長としてのカナダでのビジネス経験やマーケットの魅力、
北米でのビジネス展開についてご講演頂きます。また、カナダ大使館、ケベック、アルバータ両州の直接投資担当者より、カ
ナダの概要や優遇制度を解説するとともに、重点分野（ICT、Life Science、Food&Beverage）における市場動向をご紹介し
ます。さらに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社の担当者からは、TPP の導入を見据えた上で、FTA など最適な
協定を活用したビジネス展開に関する留意点を、また、カナダで日系企業をサポートしている Deloitte LLP トロント事務所日
系企業サービスグループの担当者からは、企業がカナダに進出する際に取り組むべき検討課題やカナダ税制の留意点を解
説します。
本セミナーを通じて、少しでもカナダの魅力を知っていただき、カナダへ投資を行うきっかけになればと考えております。
カナダでのビジネス展開にご興味がある方は、ぜひともご参加くださいますようご案内申し上げます。

日 時

2016 年 7 月 14 日（木） 13：30～17：00 （13：00 開場）
カナダ大使館

会 場

〒107-8503 東京都港区赤坂 7-3-38
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/assets/images/map_tokyo.gif
60名

定 員

※同業者様のお申込みはご遠慮ください。
※申込多数の場合には抽選とさせていただきますことを予めご了承ください。

受講料
対象者

無料
海外、またはカナダに事業展開を検討されている企業の経理・税務・経営企画・新規事業・海外展開ご
担当者

テーマ

1.

日加ビジネスの動向と概要

2.

基調講演：横井成尚氏 （サッポロビール株式会社 取締役執行役員）

3.

カナダの重点セクターの市場環境、連邦及び各州の優遇制度の概要

4.

TPP/FTA を活用したビジネス展開

5.

カナダ税制と新規進出時の留意事項

※一部の講演内容は英語で解説いたしますが、通訳はございませんのでその旨ご了承ください。
※上記の内容および講演順序は、若干変更になる可能性がありますことをご了承ください。

カナダ大使館 公使（商務）
アルン・アレクサンダー氏
ご挨拶
（プロフィール）

1995 年、カナダ連邦政府 外務・国際貿易省に入省。
1998－2001 年、在シンガポール カナダハイコミッションで商務官を務める。
2001 年にオタワの本省に戻り、外務・国際貿易省と法務省の合同組織である通
商法局の参事官を務め、後に副局長となる。2005－2009 年、ブリュッセルの欧
州連合カナダ代表部で農水産業・環境部長を、2010－2012 年、本省で国際貿
易次官主席補佐官を務める。前職は通商法局長 兼 次席法律顧問。
サッポロビール株式会社
取締役 執行役員
人事部・総務部・品質保証部・技術知財戦略部 担当役員
横井 成尚（ヨコイ シゲヒサ）氏

【基調講演】
講 師
（プロフィール）

講 師
（プロフィール）

1982 年、サッポロビール株式会社に入社。主に、研究開発、ビールの品質向上
に関する基礎研究や研究所と工場がタイアップしたプロジェクトなどに携わる。ま
た、群馬、千葉、静岡など日本の各ビール工場において現場の業務も務め、九
州日田工場では工場長を務める。カナダではオンタリオ州、ケベック州、ブリティ
ッシュコロンビア州に生産拠点を有する Sleeman 社をサッポロビールが買収後、
2 代目の社長として赴任。数々の社内改革を通し現地社員と日本人駐在員の相
互の強みを生かした、現地に根ずく会社経営に取り組む。
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
レギュラトリストラテジー
マネジャー
明瀬 雅彦（ミョウセ マサヒコ）
国内生命保険会社・外資系コンサルティング会社・投資銀行を経て現職。
投資銀行在職時にアジアを中心としたクロスボーダ投資案件の組成に従事。コン
サルティング会社において様々な業種に対し、FTA 活用支援、投資計画策定、統
合リスク管理、業務分析・プロセス改善、管理会計プロジェクトを実施。主なプロ
ジェクトとして国際ルール対応／形成戦略、組織・業務変革における案件を多数
担当する。
Deloitte LLP トロント事務所
日系企業サービスグループ
公認会計士／シニアマネジャー
山岸 康徳（ヤマギシ ヤスノリ）

講 師
（プロフィール）

有限責任監査法人トーマツ大阪事務所に入所以来、主に製造業を中心として法
定監査業務の経験を積むとともにベンチャー企業の支援業務に従事。日本の会
計や監査制度を中心に深い知識を有する。2014 年 8 月よりカナダトロント事務
所に駐在し、カナダ東部の日系企業を中心にコーディネート業務を担当。
Deloitte の豊富なサービスラインを活用して、日系企業の支援を実施。また、会
計･税務セミナーの開催やデロイトカナダ発行の情報誌の翻訳などで様々な情報
提供を実施。

下記専用 URL よりお申し込みください。
お申し込み URL： http://www.deloitte.com/jp/semi3121
申込期限： 2016 年 7 月 12 日（火）
※定員になり次第締め切らせていただきます。
※お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要になります。
申込方法

※上記 URL の本セミナー申し込みに際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく
内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。
※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在当グループのメー
ルマガジンをご購読いただいている方は、ご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。
※まだ ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をクリックし、ID・
パスワードを設定してユーザー登録をしていただきます。その後、設定した ID・パスワードでログインしてセミナー
にお申し込みください。

お申し込み後にご参加いただけなくなった場合には下記の問い合わせ先までご連絡ください。

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所
問い合わせ先

セミナー運営事務局 （足立由紀子／大関麻里子）
TEL： 03-6213-3913／03- 6860-5143
TEL： 03-6213-3800 （代表） email： tax-tokyo.seminar@tohmatsu.co.jp
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