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こんなふうに本音で話してくれる税理士さんのお話を聞くことができてよ

かったです。  

まず、解りやすいと感じました。 

税務の申告を高速道路のスピードで例えておられ、どの位スピードを出す

かは自分が決める。ストンと入ってきました。今まで悶々と感じていたこ

とがすっきりしました。 

 

減価償却費について、税理士も本も支出のない経費としていて自分ではず

っと？？？と思ってました。きちんと答えをしていただきすっきりしまし

た。 

 

結局は、完全な節税なんてないということですね。お金がうまく回るように考え

るのがいいのかなと思いました。所得の平準化をしつつ、会社に使えるお金が残

るよう考えていきます。 

 

こんなふうに本音で話してくれる税理士さんのお話を聞くことができてよ

かったです。 

 

出張費、保険等についてもなるほどと新しく知ることが沢山ありました。

さっそく、取り入れていきます。 

 

ありがとうございました。  

（Ｃ．Ｓ 様） 
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今日のセミナーを聞き、税務調査への、知らないから不安、見えないから

怖い、と思っていた無駄な考えがなくなりました  

吉澤様、鮒谷様 

 

本日は貴重なセミナーに参加をさせて頂きありがとうございました。 

 

経営をしていると、やはり税務調査は不安だし、よくわからないし、嫌だなと思

うものです。しかし、今日のセミナーを聞き、税務調査への、知らないから不

安、見えないから怖い、と思っていた無駄な考えがなくなりました。 

 

税務調査とは？ 

どんな時、時期に税務調査は来る確率があるのか？ 

調査員が見ているところ 

調査員との接し方 

税務調査でやってはいけないこと 

などなど。 

 

吉澤先生の具体的でわかりやすい説明をお聞きし、そもそも、調査が入っ

てから考えるのではなく、税務申告の段階から、目指すゴールを考えてお

くことが大事なのだと思いました。 

 

それには、顧問税理士の先生ともっとコミュニケーションを取り、自分と顧問税

理士の先生との考え方を共有しておかなければいけない、そして、もしゴールが

違うなら、税理士のセカンドオピニオンという考え方もあることを知りました。 

 

知っているのと、知らないのとでは大きな差になる貴重なお話しをありが

とうございました。 

 

さすがに「鮒谷さんおすすめ」だな、と納得のセミナーでした。 

 

吉澤先生、鮒谷様、スタッフ様ありがとうございました。 

（Ｋ．Ｓ様） 
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税務知識はこれまで本やその他のセミナーで学んできたことはありました

が、経営者の用心棒としての視点から本音ベースで語られてあり、これま

でで一番学びが深かったです。  

貴重な機会を頂戴し、ありがとうございました。 

 

吉澤先生のお話は、経験からくる自らの言葉で紡ぎ出されていらっしゃたので、

聞き入ってしまいあっという間でした。 

 

税務知識はこれまで本やその他のセミナーで学んできたことはありましたが、経

営者の用心棒としての視点から本音ベースで語られてあり、これまでで一

番学びが深かったです。 

税務、国税、調査、更生、修正、、、など耳にするだけで嫌なイメージを勝手に

抱いていただけだと気付かされました。 

たかが税務調査、されど税務調査。 

 

随所にちりばめられた吉澤先生の例え話（○○○○○○○＝税務、税務戦

略＝○○○○○など）が大変わかりやすく、納得感がありました。 

 

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」 

「○○さんから学ぶこと」 

 

など人心掌握・交渉などにも置き換えれられるので、すぐに実行していこ

うと思いました。 

 

このほかもたくさん置換することができましたので、税務だけでない学びが多

かったことも大変満足しております。 

リアルな質疑応答は、あの場所にいたからのスペシャル感たっぷりでし

た。 

 

ありがとうございました。 

（病院経営 Ｋ．Ｏ 様） 
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これからは税務調査を不安がったり、くだらない節税対策に思いを巡らせ

ることもなく、事業拡大や売上アップに集中できそうです。  

吉澤さんの税務セミナーでは、とても多くの学びをいただきました。 

そして、何より吉澤さんの話が軽快で、時間があっという間に過ぎました。 

 

単なる税務調査の対応ノウハウや節税テクニック等の断片的な知識伝授だけでは

なく、税務の原理原則や経営における税務についても触れていただき、キンピカ

の税務 OS をインストールすることができました。 

 

様々な修羅場をくぐりぬけ、税務の第一線で戦ってきた吉澤さんだからこその内

容で、生々しい税務現場の話や、また、巷で話題にあがりやすい、不動産購入、

生命保険等を使った節税のカラクリについても目から鱗の解説でした。 

 

おかげさまで、これからは税務調査を不安がったり、くだらない節税対策に

思いを巡らせることもなく、事業拡大や売上アップに集中できそうです。 

 

本当にありがとうございました！ 

（コンサルティング会社 代表取締役社長 Ｓ．Ｋ 様） 
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早速、吉澤さんのホームページより、初回面談を申込みさせて頂きまし

た。  

鮒谷様 

 

お世話になっております。 

本日はありがとうございました。 

 

セカンドオピニオン、与党と野党という発想、確率論や、陣取り合戦、に

共感致しました。 

今日を機に、会計財務について勉強し、経営に活かしたいと考え、早速、吉澤

さんのホームページより、初回面談を申込みさせて頂きました。 

 

また本日は、鮒谷さんの個別コンサルも申し込みさせて頂きました。 

 

今後とも宜しくお願い致します。 

（会社経営者 N・I 様） 
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私の顧問税理士にも、この音源をおススメしようと思いました。笑  

とても参考になりました。 

 

私は確定申告に関しては、旧友に何気なくお願いし、何気なく行っていたので、

今後もう少し意識を向けていかなければいけないと感じました。 

 

私の顧問税理士にも、この音源をおススメしようと思いました。笑 

 

また勉強になるセミナーがあれば、参加するか音源で学びを継続していきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします！ 

（営業 Ｙ．Ｉ 様） 
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実際に調査に入られた経験もあり、リアルな現場の肉声ってなつもりで大

変興味深く聞かせていただきました。  

ちょうど 13 年になりますが、実際に調査に入られた経験もあり、リアルな

現場の肉声ってなつもりで大変興味深く聞かせていただきました。 

張りのある自信に満ち溢れた感のバリトンで繰り出される、テンポある吉澤さん

のお話でいきなりの○○○○の○○○○○○○○○の話しに納得させられつつ、

妙に不用意な一言で 

 

「○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○」 

 

ってくだりが大変勉強になりました! 

 

もちろん次回があっては困りますが、私の様な極小コンパクトな自営業者に

とっては、その様な心構えを知らされたコトが何より学びになりました。 

心強いです！ 

 

ありがとうございます。 

（有限会社ケビント代表取締役 手塚 貴之 様） 
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経歴上、まだ経営者として税務調査を受けた経験はなく、イメージがつい

ていませんでしたが、未知のことに対する不安が解消され、十分な備えを

するためのヒントを得られたように思います。  

このたびは貴重な学びの機会をいただきまして誠にありがとうございました。 

 

いただきましたご案内を受け、 

 

「トップレベルの専門家の知識と経験に基づく本物の情報に触れ、適時適切なリ

スクテイクを通し、限りある資源を有効に使ってビジネスを前に進めるために必

要なヒントを得る機会」 

 

となるのではないかと即決で申込をいたしましたが、想定通り、いえ想定以上

の学びと気づきを得られました。 

 

具体的なノウハウ以上に一番ささったのは、相手をやる気にさせない（仕事をさ

せない）、ようにするというところです。 

相手の立場や事情をくんで、どのように考えるか想像し、先回りして行動すべき

というのはどのような場面、相手でも変わらないものだとつくづく感じました。 

 

経歴上、まだ経営者として税務調査を受けた経験はなく、イメージがつい

ていませんでしたが、未知のことに対する不安が解消され、十分な備えを

するためのヒントを得られたように思います。 

 

未知のことに対する不安を解消するためであれば、多少のコストをかけて

でも、良質な情報を詰め込んでいく方が、結果としてのコストは安く済

む・・のではないかという期待を実感させられました。 

 

ところで、ここ立て続けに音声配信のセミナーを２回購入させていただきまし

た。 

 

鮒谷さんの発想を吸収している中で、鮒谷さんのおっしゃる「移動したら負け」

（ご自身は移動されずにビジネスを進める）を本当は実践したいところですが、

仕事の特性上どうしても車であちこち回らなくてはいけない状況にあります。 

 

その環境がかえがたいのであればということで、いかにして無駄に過ごさないよ

うにするか、これを考えたときに、車の中という閉鎖的な空間を強みとしてとら
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え、音声の講義を集中して聞く時間に変えています。 

 

ただし、良質なコンテンツを選別し、確保するのが難しい状況です。 

そんな中、鮒谷さんの主催されるセミナーは、私にとって、ほぼ迷うこと

がなく手を出せる数少ないものです。 

 

東京に出る機会がすくない分、こうした音声配信の販売をしていただけると、モ

ノを考え、気づきを得る素晴らしい機会を得ることができます。 

今後も楽しみにしています。ありがとうございました。 

（会津若松市 建設業経営 Ｋ．Ｈ 様） 
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全てを通してで"えー、そうなんだー"と目から鱗の話ばかりで、購入させ

てもらって本当に良かったです。  

私自身は現在会社員であり経営をする立場にあるものではありませんが、非常に

勉強になりました。鮒谷さんが"この人は本物"と紹介されているだけあった。 

 

音声だけしか聞くことができませんでしたが、本物感がビシビシと伝わってき

ました。 

私のような税に関して素人は、税務の世界は白黒の世界であると勝手に思いこん

でいたのですが、そんな単純な話しでもないという事実を学べました。 

 

また、国税局に調査を受けることがあったとしても何も怯える必要はないという

部分も話を聞いていて大変参考になりました。 

全てを通してで"えー、そうなんだー"と目から鱗の話ばかりで、購入させ

てもらって本当に良かったです。 

大変価値のある商品をご提供いただき、ありがとうございました。 

（Ｔ 様） 
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銀行が求める申告と税務署が求める申告とは全く別物という意識を持っ

て、これから経営者としての税務スキルを日々磨いていこうと思いまし

た。  

サラリーマン業だけでは本セミナーを受講することは考えもしなかったですが、

昨年より行なっている不動産賃貸業において税務の知識は必須と感じており、本

セミナーを受講させていただきました。 

 

中でも 120km、140km を攻めるお話、こんな意外なことが 180km 違反にな

ってしまうのかということはとても参考になりました。（今まで○○○○○○○

収入を売上計上していませんでした...） 

 

その他外注と給与の線引きの話、出張旅費の話などなど具体的な数字も教えて

いただきぜひ今後に活かしていきたいと思いました。 

 

実際に税務調査にお世話になるのはまだ先の話かと思いますが、銀行が求める

申告と税務署が求める申告とは全く別物という意識を持って、これから経

営者としての税務スキルを日々磨いていこうと思いました。 

 

（大手メーカー勤務 Ｙ．Ｍ 様） 
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僕自身、仕事で疑問に思っていても、いまさら聞けない調査や節税の話を

お聞き出来て、長年の疑問が解決いたしました（笑）  

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

 

今回吉澤先生のセミナー音源を聞かせていただいて、同じ税理士として非常に

勉強になりました！ 

僕自身、仕事で疑問に思っていても、いまさら聞けない調査や節税の話を

お聞き出来て、長年の疑問が解決いたしました（笑） 

 

個別コンサルティングで、吉澤先生の話をお聞きして、ブログ等は拝見して勉強

させていただいていましたが、今回のセミナーは一般の経営者だけでなく、

我々同業にとっても大変価値のある内容だと思いました。 

正直、知り合いの若手税理士に紹介していこうとも思っています。 

 

また先生の話の内容を、本当は自分自身がもっとお客様に説明していくべきこと

だとも、痛切に感じました。 

そこが本当のお客様への価値提供なのだと思います。 

 

まだまだ一流にはほど遠い存在ですが、終身学びを忘れぬよう努力し、更なる高

みを目指せるようにしていきます！（堅苦しい内容で、すみません） 

 

最後に吉澤大先生、本当に素晴らしい内容をありがとうございました。 

 

いつかお会い出来たらと思います。 

（税理士事務所経営Ｏ 様） 
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実際聞いてみてとてもわかりやすい表現で、いろいろ勉強になりました。  

生保の営業をしているので、個人事業主という立場や中小企業の訪問をしている

中で、減価償却の事、税務調査の事、生保のスキームなど、興味深い内容だった

ので購入しました。 

 

実際聞いてみてとてもわかりやすい表現で、いろいろ勉強になりました。 

 

ただ、１回ではしっかり内容を身につけることは難しいので、これからも繰り返

し聴いて身につけて、中小企業へのアプローチの際などに参考にしたいと思

います。 

（生命保険営業 Ｒ．Ｇ 様） 
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中小企業の経営者の方は特に、一度だけでなく何度も聴いておくべき 内容

でしょう。  

全体として、分かりやすい例え話が印象的でした。 

 

税金という、一般の人には割ととっつきにくいと思われる話題であっても、 

例えがあるだけで、入り方がまったく違ってきます。 

 

税務調査の可能性が高くなるのは、 

 

・大きな特別損益 

・粗利率の増減 

・固定資産の取得 

 

というのは、考えれば分かることなのですが、実際に経験している吉澤さんか

ら聞けたことで、より説得力もあり、印象に残りました。 

また、ここまで攻めるか（笑）というくらい攻めていただいて、聞いてい

る身としては非常に痛快で気持ちよかったです。 

 

「会社と税務署の○○○○○」 

 

は非常にイメージしやすかったですね。 

中小企業の経営者の方は特に、一度だけでなく何度も聴いておくべき内容

でしょう。 

 

最近のメルマガで、 

 

「買う理由が値段ならやめとけ」 

 

とありましたが、私は値段を理由に買ってしまいました（笑）。 

価格 ＜ 価値の内容だと思いますので、私もひとまずあと 2 回、繰り返し

て聴いておくことにします。 

 

このたびはありがとうございました！ 

（公認会計士 尾崎 智史 様）  

 



■当音源（「中小企業のファイナンス用心棒」税理士吉澤大さんが語る、本には書けない！？ 

中小企業経営者のための税務戦略セミナー音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/4413084 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あなた様の 

「中小企業経営者のための税務戦略」 

セミナー音源のご購入を 

お待ちしております。 

お申し込みは以下よりお求めください。 
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https://shinkaron.buyshop.jp/items/4413084 
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