
先着

限定！
200名様

相続・事業承継実務研究会

OPENセミナー
OPENセミナーの講師陣

相続事業承継マーケット攻略に向けた学びの機会と
 共に磨き合う師と友づくりの機会に、プロフェッショナルとして参画しませんか？

相続・事業承継マーケット攻略に向けた最新情報が満載！

株式会社 タクトコンサルティング 株式会社 オーシャン

本郷 尚会長
税理士

代表取締役 黒田 泰
株式会社 ファルベ

代表取締役石川 真樹
弁護士法人 法律事務所オーセンス
株式会社 弁護士ドットコム

代表取締役
弁護士 元榮 太一郎

年間30回以上の最新ノウハウや事例を学べる実務家のための専門勉強会。有名な
ゲスト講師による最新事例や分野ごとの専門家による講義、専門コンサルタントに
よる営業アプローチの研修など充実のコンテンツとなっております。

主　催 ： 相続・事業承継実務研究会
事務局 ： 株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ
 TEL：03-6228-3272　FAX：03-5539-3751

2015年10月29日 東京八重洲
参加料：10,000円
早期割引※5,000円
※早期割引をご利用の方は、９月末日付でお振込みをお願い致します。

セミナー開催概要

①年間30回以上の相続・事業承継セミナーと、その営業手法や経営など幅広いテーマ・分野における講演・
研修に参加が出来ます。最新情報をつかめるほか、相続・事業承継に取り組む“師と友づくり”が可能です。

 ②生の講座に限らず、オンラインでセミナーを聴講することが出来ます。
 ③通常講座の他に、特別講座や事例共有講座があり、講師の先生と交流・懇親を深めることが出来ます。
 ※会員種別の詳細は下記にてご確認ください。

研究会概要

入会金

会　場

開催日時

ご参加料

注意事項

30,000円（税抜）

ビジョンセンター東京 セミナールーム

2015年１０月２９日（木）

東京都中央区八重洲２－３－１４
ケイアイ興産東京ビル 4F-7F B1
（ＪＲ線） 東京駅 八重洲南口 徒歩２分
（東京メトロ銀座線） 京橋駅 ７番出口徒歩２分

① 参加料金は、開催の３日前までにお振込みください。
② 早期割引をご利用の方は、９月末日付でお振込みをお願い致します。
③ 開催日の５日前になっても、受講票が届かない場合はお手数ですが、ご一報ください。
④ キャンセルの場合は参加料の50％とし、開催から２日以内もしくは、ご連絡の無い欠席については参加料の
 100％をキャンセル料として申し受け致しますので、予めご了承ください。

受付 ： １２時３０分 ～
開始 ： １３時３０分 ～ １７時５０分

※２名様以降は、１名様3,000円にてご参加が可能

※ＯＰＥＮセミナーに参加で、 入会金無料 特典付

プレミア会員

会員料金 ： 月額 30,000円（税抜）
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一般参加 ： 10,000円（税込）　早期割引 ： 5,000円（税込）

ＯＰＥＮセミナー参加者様、 1ヶ月無料 特典付

スタンダード会員 （オンライン限定会員）

会員料金 ： 月額 20,000円（税抜）
■ 月２回以上、年30回以上の講座の全てのオンラインセミナーを視聴可能です。（生講座限定講座は１名様のみ参加可能です）
■ 特別講座・事例共有勉強会は、別料金（会員料金）となります。

ＯＰＥＮセミナー参加者様、 1ヶ月無料 特典付

http://farbe-net.com/
研究会の概要は、ＯＰＥＮセミナー当日に詳細をご案内いたします。HPからもご確認いただけます。

■ 月２回以上、年30回以上の講座の全てに参加が可能です。オンライン講座はもちろん、生講座に３名様まで参加可能です。
■ 特別講座・事例共有勉強会も会員料金で参加可能です。　※一部、特別講座は有料のセミナーがあります。
■ 「財産評価サポートサービス」を【優待価格】にてご提供します。



相続・事業承継実務研究会のご案内

知識・情報のインプットはもちろん、その知識を有効に活かすためのネットワークづくりや、ビジネスサポート、
顧客獲得支援などを提供するために当研究会を発足しました。
相続・事業承継実務研究会は、近年ますます高度化する相続税や事業承継、税務調査事例を研究する「相
続、事業承継に関するシンクタンク」です。業務に先進的に取り組む専門家の講演や、実際に業務を行った
事例共有、営業やマーケティングに関する情報の共有など、多岐に渡る情報をご提供させていただきます。
ぜひこの機会を有益にご活用いただければと思います。皆さまのご参加をお待ちしております。

相続・事業承継実務研究会とは 向こう３ヶ月までに決定しているコンテンツをご紹介させていただきます。

相続・事業承継実務研究会　事務局長 石川 真樹

10月29日（木）10月29日（木）相続・事業承継実務研究会OPENセミナー

メリット１ メリット2コンテンツが充実 オンライン※で学べる！
受講者の用途に合わせた全９コンテンツ
● 相続税申告等の実務
● 不動産
● 財産評価
● 事業承継対策
● 営業マーケティング

● 国際税務
● 相続対策
● 税務会計実務
● 財産管理対策

相続実務のフロー化と
資料収集のポイント

10月14日［水］13:00-15:０0
お客さまへの最適で、
もれのない「贈与」提案

15:30-17:30
持株会社の活用で自社株評価を下げる
活用例と実務上の留意点

18:00-20:00

税理士法人レディング　代表社員　税理士・公認会計士　木下 勇人

税務リスクから考える
「実行してよい」信託スキーム・「実行困難な」信託スキーム

10月20日［火］13:30-16:30

伊藤俊一税理士事務所　代表税理士　伊藤 俊一

11月18日［水］10:30-17:00

笹岡会計事務所　所長　税理士　笹岡 宏保

実務で確認しておきたい!! 

資産税重要裁決事例・
裁判例の確認【特別講座】

12月4日［金］13:30～16:30

日本土地建物株式会社　ＣＲＥコンサルティング部 上席コンサルタント　石川 聡

企業不動産（ＣＲＥ）戦略を活用した事業承継対策

２４時間お好きな時間にオンラインで復習できます！  10月1日［木］～２０１６年1月３１日［日］まで視聴可能

インターネット光環境とパソコンがあれば、事務所内
の会議室やオフィスのパソコンで、開催セミナーをラ
イブ中継にて受講することができます。また、プロ
ジェクターに映しだせば、事務所の全職員（人数
制限なし）で受講することも可能。社員研修として
もご活用いただけます。 ※一部生講座限定あり

敬称略。プログラムに変更が生じる場合がございます。

AND MORE... 以降多彩なテーマ・講師陣をお迎えして開催していきます。

島津会計税理士法人
税理士　岸田 康雄

武田秀和税理士事務所　所長
税理士　武田 秀和

城所会計事務所　所長
公認会計士・税理士　城所 弘明

司法書士法人ソレイユ　代表
司法書士　河合 保弘

生講座
限定講座
生講座
限定講座

10月15日［木］13:30-16:30

評価会社の各資産・負債の評価を徹底解説

純資産価額方式による
評価と留意点

上甲会計事務所　顧問 税理士　山口 昇

生講座
限定講座
生講座
限定講座

12月9日［水］13:30-17:30

佐藤信祐事務所　所長　　
公認会計士・税理士　佐藤 信祐　他

〈最新〉事業承継にまつわる論点整理!!

事業承継手法と
スクイーズアウト

生講座
限定講座
生講座
限定講座

税理士のための【提案型】不動産Ｍ＆Ａ
11月6日［金］13:30-16:45

大和不動産鑑定㈱　不動産事業戦略室 室長　　
不動産鑑定士　亀山 貴司　他

税理士法人つむぎコンサルティング　代表社員
公認会計士・税理士　笹島 修平

牧口会計事務所　所長
税理士　牧口 晴一

株式会社タクトコンサルティング
代表社員　税理士　玉越 賢治

株式会社タクトコンサルティング
情報企画室長　税理士　山崎 信義

産税コンサルティング特化型事務所が使用している“提案資料例”を開示!! 
一般社団法人等を活用した自社株対策 【基礎編・応用編】

収録時間 【各３時間】

伊藤俊一税理士事務所　代表税理士　伊藤 俊一

“立法趣旨”と“保護法益”から学ぶ!!
小規模宅地特例

収録時間 【３時間】

白井税理士事務所　所長　白井 一馬

「顧客志向」の信頼される資産タイプ別提案
＜実践＞資産承継の勘所

「不動産所有型法人スキーム」徹底検証／養親縁組にまつわる実務上の留意点／平成28年度税制改正
これからの民事信託の使い方～資産承継戦略で考える～／不動産管理会社信託スキーム

収録時間 【３時間】

公認会計士・税理士・中小企業診断士　金井 義家

「5年後」マイナンバーで税理士はこう変わる!!
マイナンバーが税理士業界に与える“衝撃”

収録時間 【３時間】

麹町会計事務所代表　税理士・中小企業診断士　清水 謙一

相続・事業承継実務研究会　事務局長 石川 真樹13：30-13：40 開催あいさつ

相続・事業承継実務研究会　顧問 佐々木 英明17：30-17：50 相続・事業承継実務研究会のご案内

株式会社 タクトコンサルティング　会長　税理士 本郷 尚

13：40-14：30 問題解決型ビジネスのすすめ方
● 税理士とコンサルタントの違い ● 個人、法人不動産の問題解決
● 古いアパート、自宅の処理 ● 資産の年金化

弁護士法人 法律事務所オーセンス／株式会社 弁護士ドットコム　 代表取締役　弁護士 元榮 太一郎

14：40-15：30 弁護士初の株式上場！これからの士業のビジネススタイルと相続！
● 弁護士ドットコムＩＰＯまでの軌跡とこれから
● 「お客様のお役に立つ」士業のビジネススタイルと相続

株式会社 オーシャン　代表取締役 黒田 泰

15：40-16：30 創業３年半で総勢40名！相続マーケット攻略の第一人者にノウハウを学ぶ！
● 相続・遺言案件の受託、年800件超を実現する営業戦略！
● 2015年は相続税案件、年60件超のペース！相続税市場を分析する！

相続・事業承継実務研究会　事務局長／株式会社 ファルベ　代表取締役 石川 真樹

16：40-17：30 相続事業承継のポイントのひとつ不動産からの
ビジネスアプローチ

遺言書、成年後見、身元保証など
生前でのコーディネートの実務

2016年1月21日［木］14:00～16:00

株式会社 オーシャン　代表取締役　黒田 泰

相続・財産評価に強くなるための実践講座!!
市街化調整区域の土地調査

11月16日［月］15:00-17:00

株式会社 ファルベ　代表取締役　石川 真樹

多くの税理士が勘違いしている!!
誤りやすい相続税・贈与税【実例】

11月16日［月］18:00-20:00

株式会社日本中央会計事務所　代表取締役　税理士・宅地建物取引主任者　見田村 元宣

認知症患者は2025年に700万人!!
資産承継・財産管理対策の実務

12月10日［木］13:30～16:30

勝司法書士法人　司法書士　勝 猛一

税理士　庄司範秋

相続税を巡る
最近の動向

11月12日［木］13:30-16:30

税理士 庄司範秋 先生による!!
生講座
限定講座
生講座
限定講座

間違いが非常に多い7評価!!
路線価・倍率評価の注意点

12月4日［金］17:30～19:30

ＡＰコンサルティング㈱　代表取締役　原 卓司

アーカイブ配信


