
資産税実務研究会
「資産税オンラインスクール」会員は、 オンラインＬＩＶＥ講座  が視聴可能です。

詳しい講座内容等は、こちら

http://farbe-net.com/

※受講料は全て税込価格です。

10月スケジュール ① 各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

受講料
（一般） ：10,000円

会場受講［無料］オンライン
ＬＩＶＥ

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

緊急対応！

広大地改正セミナー
規模格差補正率の適用要件と、広大地評価との乖離
1．いまさら聞けない広大地
2．地積規模の大きな宅地
3．地積規模の大きな宅地と広大地との「評価額」乖離

4．地積規模の大きな宅地の評価と時価
5．広大地の問題点と対応策

（金） 13:30-16:0010/13

講　　師

石川 真樹

東京 田町 財産評価

税理士・司法書士・不動産会社のための民事信託実践術【全２回】

不動産オーナー＆経営者のための「民事信託」活用提案

事例で解説！民事信託活用－経営者編
第２講座

（金） 17:00-19:3010/13

講　　師

島田 雄左氏

受講料
（一般） ：20,000円信託東京 田町 オンライン

ＬＩＶＥ

オフィスワングループ 代表
司法書士



※受講料は全て税込価格です。

各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/10月スケジュール ②

全て見せます！銀行の本音はココにあり！

メガバンク出身の税理士が教える！
税理士のための超実践！

（火） 13:00-16:0010/17 東京 田町 相続事業承継

税理士法人ベリーベスト
税理士

講　　師

島本 広幸氏

受講料
（一般） ：15,000円

オンライン
ＬＩＶＥ

『銀行交渉術』

地主に不動産を売却させるための
（火） 17:00-19:3010/17 東京 田町

税理士法人ファルベ不動産 代表社員
税理士・公認会計士

講　　師

木下 勇人

オンライン
ＬＩＶＥ

『税理士活用法』

受講料
（一般） ：15,000円

会場受講［無料］

１．相続相談のきっかけ作り
２．相続相談の具体的かつ実践的なヒアリング方法　～税理士の使い方
３．相続対策をしていない不動産オーナーへの対応策　～税理士とのアライアンス

不動産

不動産

“限定価格手法”を活用した
不動産再生コンサルティング

（木） 13:30-16:3010/19 名古屋 無料

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹
無道路地、建築制限ある土地などの
不良不動産を優良不動産に



※受講料は全て税込価格です。

不動産

不動産投資と
相続税対策

（木） 13:30-16:3011/2 名古屋 無料

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹 節税になる収益物件と、
節税にならない収益物件を見極める

11月スケジュール ① 各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

税理士なら知っておきたい「信託事務」の基礎内容

進化する事業承継
『信託と金融の結合』

（火） 17:00-19:3011/7 東京 田町

税理士法人ベリーベスト
税理士

講　　師

島本 広幸氏

受講料
（一般） ：15,000円

オンライン
ＬＩＶＥ信託

法人化のメリットを、
お客様に説得力ある根拠と資料でプレゼンできる！
法人化の具体的手法が学べる！
法人化後に、お客様に提案できる事項を学ぶ！

提案型『不動産の法人化』
（月） 13:00-15:3011/13 東京 田町

税理士法人ファルベ不動産 代表社員
税理士・公認会計士

講　　師

木下 勇人

オンライン
ＬＩＶＥ

受講料
（一般） ：20,000円

会場受講［無料（入会キャンペーン）］相続事業承継



※受講料は全て税込価格です。

各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/11月スケジュール ②

知らないと損をする！
無道路地、建築制限ある土地を、優良不動産にする！

“限定価格手法”を活用した
不動産再生コンサルティング

（月） 16:30-18:3011/13 東京 田町

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹

オンライン
ＬＩＶＥ

受講料
（一般） ：15,000円

会場受講［無料（入会キャンペーン）］

１．限定価格とは ～正常価格との対比
２．限定価格の基礎

３． 限定価格を活用した不動産コンサルティング実務
４．限定価格演習

不動産

不動産

不動産の利回り
（木） 13:30-16:3011/16 名古屋 無料

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹

不動産経営（投資）で失敗しないための基礎知識

演習形式で学ぶ!!
第1講座『路線価評価の基礎』

（月） 13:00-18:0011/20 東京 田町

ＡＰコンサルティング㈱
代表取締役

講　　師

原 卓司氏

オンライン
ＬＩＶＥ

受講料
（一般） ：20,000円

会場受講［10,000円］

※12/11の第２講座とセット（『土地評価マスター講座』［全２日間］）で受講できます

財産評価



※受講料は全て税込価格です。

不動産投資・運用
アドバイザー®養成講座
《全２日間》 不動産DCF法・IRR法マスター
【1日目】不動産ＤＣＦ法と不動産投資分析の基礎［6時間］
【2日目】不動産投資分析と出口戦略の実務［6時間］

（月）・ 10:30-17:0011/27 （火）28 不動産

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹

東京 田町 受講料
（一般） ：102,600円

不動産投資・運用
アドバイザー®養成講座
《全２日間》 不動産DCF法・IRR法マスター
【1日目】不動産ＤＣＦ法と不動産投資分析の基礎［6時間］
【2日目】不動産投資分析と出口戦略の実務［6時間］

（月） ・
10:30-
17:00

13:00-
19:0012/4 （火）5 不動産

株式会社ファルベ 代表取締役
資産税実務研究会 事務局長

講　　師

石川 真樹

大阪 受講料
（一般） ：102,600円

各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/12月スケジュール ①

11月スケジュール ③ 各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

相続実務家のための
遺言書提案と遺産分割実務

（木） 13:30-15:3012/7 東京 田町

税理士法人ファルベ不動産 代表社員
税理士・公認会計士

講　　師

木下 勇人

受講料
（一般） ：15,000円

オンライン
ＬＩＶＥ相続事業承継



12月スケジュール ② 各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

※受講料は全て税込価格です。

講 

師
石脇 俊司氏
一般社団法人民事信託活用支援機構理事
株式会社継志舎 代表取締役

青山 誠氏
青山誠司法書士事務所 代表
一般社団法人全国相続鑑定協会 共同代表

木下勇人
税理士法人ファルベ不動産 代表社員
税理士・公認会計士

信託（木） 16:30-19:0012/7 東京 田町

〈パネルディスカッション〉
株式信託の実務論点

オンライン
ＬＩＶＥ

※終了後懇親会(別途5,000円)開催を予定しております。

受講料
（一般） ：20,000円

会場受講［無料（入会キャンペーン）］

演習形式で学ぶ!!
（月） 13:00-18:0012/11 東京 田町

ＡＰコンサルティング㈱
代表取締役

講　　師

原 卓司氏

オンライン
ＬＩＶＥ

受講料
（一般） ：20,000円

会場受講［10,000円］

第2講座『土地評価の実務』
※11/20の第１講座とセット（『土地評価マスター講座』［全２日間］）で受講できます

財産評価

生産緑地の相続対策
（木） 16:00-18:0012/12 東京 田町

税理士法人ファルベ不動産 代表社員
税理士・公認会計士

講　　師

木下 勇人

受講料
（一般） ：15,000円

オンライン
ＬＩＶＥ相続事業承継



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  担当：藤井・内海

ご住所　　〒 TEL

FAX E-mail

参加者名｜フリガナ 事務所名

会員区分　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□  一般 □  定額制クラブ会員 □  資産税実務研究会会員

□資産税実務研究会に入会してお申込み　月会費30,000円（税別）

□資産税オンラインスクールに入会してお申し込み　月会費20,000円（税別）

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

受講講座　※必要事項をご記入ください。
開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

開催日 セミナータイトル 受講形態

月 日 □  会場受講 □  オンラインLIVE受講

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先

資産税実務研究会 受講可能講座申込書

各セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは http://farbe-net.com/




