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開催日 開始時刻 テーマ

4月11日 (火) 15:00 vol.1 企業統治

15:40 vol.2 資産構成と資本構成

4月25日 (火) 15:00 vol.3 資産構成の最適化

15:40 vol.4 資本構成の最適化

16:20 vol.5 企業再編

5月9日 (火) 15:00 vol.6 事業活動と事業キャッシュフロー

15:40 vol.7 事業経営と企業経営

16:20 vol.8 オブジェクトファイナンス

6月13日 (火) 15:00 vol.9 シェアリング経済とリース

15:40 vol.10 産業基盤への金融

16:20 vol.11 不動産などの実物資産投資

6月27日 (火) 15:00 vol.12 インフラストラクチャ投資

15:40 vol.13 インパクト投資

7月11日 (火) 15:00 vol.14 債券の基本

15:40 vol.15 債券投資の基礎編

16:20 vol.16 債券投資の応用編

7月25日 (火) 15:00 vol.17 株式の基本

15:40 vol.18 株式投資の基礎編

16:20 vol.19 株式投資の応用編

8月8日 (火) 15:00 vol.20 プライベートエクイティ

15:40 vol.21 プライベートデット

16:20 vol.22 メザニン

9月5日 (火) 15:00 vol.23 ヘッジファンドの基礎編

15:40 vol.24 ヘッジファンドの応用編

9月19日 (火) 15:00 vol.25 投資成果の測定

15:40 vol.26 資産価値の評価

16:20 vol.27 市場の効率性

10月3日 (火) 15:00 vol.28 インデクス運用の功罪

15:40 vol.29 アクティブ運用の復興

16:20 vol.30 投資運用業者の選択

10月31日 (火) 15:00 vol.31 資産の価値と価格

15:40

16:20

vol.32 資産の分類
vol.33 資産の選択と配分

11月14日 (火) 15:00 vol.34 リスクテイクとリスク管理

15:40 vol.35 リスクアペタイトフレームワーク

開催日 開始時刻 テーマ

11月28日 (火) 15:00

15:40

16:20

vol.36 為替リスクの管理
vol.37 流動性の管理
vol.38 危機における市場機能

12月12日 (火) 15:00

15:40

vol.39 社会常識からみた投資
vol.40 投資と投機

16:20 vol.41 インカム戦略

1月9日 (火) 15:00

15:40

vol.42 フィデューシャリー・デューティー
vol.43 ESGとSDGｓ

1月23日 (火) 15:00 vol.44 日本の企業年金の資産運用の歴史
※2コマ連続開催

16:20 vol.45 資産運用の高度化

2月6日 (火) 15:00

15:40

vol.46 企業年金と企業経営
vol.47 企業ベネフィット戦略

16:20 vol.48 資産形成と投資信託
2月20日 (火) 15:00

15:40

vol.49 預金取扱金融機関の経営課題
vol.50 保険と資産運用

16:20 vol.51 エンダウメントモデル

3月5日 (火) 15:00

15:40

vol.52 金融の市場化
vol.53 グローバル化の功罪

16:20 vol.54 機関化の功罪
3月19日 (火) 15:00 vol.55 金融と非金融の境目

15:40 vol.56 投資運用業の構造変化
16:20 vol.57 フィンテックが創る投資機会

①お申込み
『fromHC』ウェビナーにてお申込み
https://www.fromhc.com/webinar/

②受講確認メールの配信

視聴URLをご案内

③Web視聴ページにアクセス

当日、案内に記載された視聴URLへアクセス

後日、アーカイブ動画視聴可能 本セミナーは資本市場における種々の投資対象や投資に関する概念等に
ついて解説・検討を行うものであり、セミナーのテーマに関連する特定の金
融商品等の勧誘を行うものではありません。

※詳細はホームページをご覧ください。
都合により変更の可能性がございますことをご了承ください。

主催：HCアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第430号
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人投資信託協会加入

参加費：無料 ※定員になり次第、募集は締め切らせて頂きます。

形式： Webセミナー形式
※会場にお越し頂くことも可能です。

会場： HCアセットマネジメント株式会社
東京都千代田区神田神保町二丁目11番地
住友商事神保町ビル4階

※各テーマ1か月前より申込みを開始します
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ご視聴にあたって
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ご視聴方法は下記の3種類あります。何れも費用はかかりません。
①オンライン
ZOOMを使用して、リアルタイムでご視聴いただけます。各テーマの講演終了後には質疑応答の時間を設けております。

②会場
社内に本格的なスタジオルームを新設しました。代表森本の蔵書も展示しております。

③録画
ご視聴には動画視聴用ＩＤの発行が必要です。動画視聴ＩＤ発行ページよりお手続きください。
開催3営業日後14時半以降、fromHCよりご視聴いただけます。
動画配信開始は、メールニュース、Twitter、Facebookでもお知らせします。

ご視聴を希望される方は https://www.fromhc.com/webinar/ より、テーマを選択し、お申込みください。

・メールニュース登録： https://www.fromhc.com/magazine/index

・Twitter： https://twitter.com/nmorimoto_HC

・Facebook： https://www.facebook.com/hcasset/

https://www.fromhc.com/webinar/entry_input
https://www.fromhc.com/webinar/
https://www.fromhc.com/magazine/index
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