
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、一般受講価格です。

5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

（月） 16:30-19:005/14

講　　師

東京 浜松町 オンライン：15,000円

会場受講：5,000円オンライン
ＬＩＶＥ

スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役
青山誠司法書士事務所 代表

司法書士／相続鑑定士

講　　師

青山 誠 氏

民事信託を
ビジネスにするための実務
■民事信託の最新動向
■民事信託を使った新しい高付加価値サービスの提案
■担保付き不動産の信託は金融機関交渉が肝心
■最新ツール「信託内借入」の基本構造と税務

信託

（月） 13:00-15:305/14

講　　師

東京 浜松町 オンライン：20,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

土地を売りたくない地主への

地主を守り、土地を活かす

ホンダ商事株式会社
代表取締役

講　　師

本田 和之 氏

積極提案 定期借地権ビジネス

不動産

研究会会員
受講無料



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

（金） 14:00-16:305/18 東京 蒲田

相続専門税理士が語る！
不動産オーナーの
失敗しない相続
積極的な相続専門税理士との関わりが相続を成功へと導きます！税理士法人ファルベ不動産 代表税理士

株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

不動産 無料

（木） 15:30-17:305/24 東京 浜松町 オンライン：10,000円

会場受講：5,000円オンライン
ＬＩＶＥ

資産を減らしてしまう！
絶対相続してはいけない
「負動産」10事例
負動産は売りにくいにもかかわらず相続税が高い！相続後の実例で紹介

株式会社ファルベ 代表取締役
株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

相続事業承継

（木） 13:00-14:305/24 東京 浜松町 オンライン：10,000円

会場受講：5,000円オンライン
ＬＩＶＥ

空き家譲渡の3,000万円
控除制度の実務対応
不動産事業者・税理士の疑問への徹底解説！

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

不動産

5月スケジュール ② 各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

6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

（金） 13:30-15:306/8 東京 浜松町 オンライン：10,000円

会場受講：5,000円オンライン
ＬＩＶＥ

生産緑地の相続税対策と
2022年問題への実務対応
不動産マーケット、相続マーケットへの影響大

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

相続事業承継

（月） 13:30-16:306/11 東京 新宿

税理士のための
相続税申告業務と
並行して行う不動産実務
3時間で習得する！会計事務所が
“不動産ビジネス”を収益源とするための実践ノウハウ株式会社ファルベ 代表取締役

株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

相続事業承継 無料

（金） 16:30-18:306/8 東京 浜松町 オンライン：15,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

不動産オーナーに提案する！
平成30年４月以降の
『貸付事業用宅地の
 小規模宅地特例の使い方』
相続税対策の「貸付け事業用宅地」の新しい考え方と提案の仕方税理士法人ファルベ不動産 代表税理士

株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

相続事業承継



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

6月スケジュール ② 各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/

（火） 13:00-15:306/12 東京 浜松町 オンライン：20,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

「老人ホームの相談窓口」となる、
新しい資産設計サービス
老人ホームを“切り口”とした、
人が集まるこれまでにない不動産相続ビジネスモデル

講　　師

真山 英二氏
一般社団法人 全国老人ホーム紹介機構

理事長

不動産

50,000円（木） ・
13:00
︲

18:30
10:30
︲

17:006/14 （金）15 東京 浜松町

相続税の土地評価をする上で、最低限知っておかなければならない不動産知識や土地評価の前提
となる路線価図の見方をまず学び、次いで、相続実務の現場で“すぐに”役立つ「三角スケール」を用
いた想定整形地の描き方を具体的に解説いたします。
さらに、宅地の評価単位・想定整形地の考え方を中心に路線価方式や宅地比準方式による不動産
評価を「演習形式」で学びます。

演習形式で学ぶ!!　《全２日間講座》

※1日目講座終了後（18:45～20:30）【懇親会（別途5,000円）】を開催を予定しております。

土地評価実務マスター

ＡＰコンサルティング（株）
代表取締役

講　　師

原 卓司氏

財産評価

（火） 17:00-19:006/12 東京 浜松町 オンライン：15,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

「信託アドバイザー養成講座」開講記念

【実践】民事信託
ノウハウ大公開
●今からでも取り組める簡単な民事信託
●民事信託を提案する際に必要なツール

●地主を囲い込むためのマーケティング手法
●民事信託契約書作成の注意点

講　　師

島田 雄左氏
司法書士法人みつ葉グループ

代表社員

信託



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

6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

（木） 13:00-17:006/21 東京 浜松町

平成30年度税制改正準拠
「小規模宅地等の特例」
 類型化による完全整理法
小規模宅地等の特例に関する考え方を類型ごとに完全整理

相続事業承継 オンライン：25,000円

会場受講：20,000円

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

※終了後懇親会(別途5,000円)開催を予定しております。

オンライン
ＬＩＶＥ

資産税実務マスター流

（月） 13:30-16:306/25 東京 品川

税理士のための
相続税申告業務と
並行して行う不動産実務
3時間で習得する！会計事務所が
“不動産ビジネス”を収益源とするための実践ノウハウ株式会社ファルベ 代表取締役

株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

相続事業承継 無料

（月） 17:00-18:306/18 東京 浜松町 オンライン：10,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

業界最速!!セミナー
特例承継計画の記載

7月以降に開催される下記講座の「プレセミナー」となります。
　※7/17（火）『新税制に対応した！事業承継スキーム』　
　※8月以降　『新・事業承継税制 実践講座（仮）』

⚫ 特例承継計画の記載方法　　⚫ 上記に係る留意点・注意点　　⚫ 記載方法だけでなく、今後の提出上のポイント
⚫ どのクライアントに出せばよい？　　⚫ 新・事業承継税制の今後の対応について

特例承継計画の記載方法を検討する

伊藤俊一税理士事務所
代表税理士

講　　師

伊藤 俊一氏

相続事業承継

内容ほぼかぶりませんので両方とも受講されると
網羅性の面でより効果的です。



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

（木） 13:30-16:307/5 横浜

税理士のための
相続税申告業務と
並行して行う不動産実務
3時間で習得する！会計事務所が
“不動産ビジネス”を収益源とするための実践ノウハウ株式会社ファルベ 代表取締役

株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

相続事業承継 無料

（火） 13:00-16:007/10 東京 浜松町

不動産テック
「不動産テック」の最新動向と活用実務講座」
不動産業（デベロッパー、不動産仲介、不動産管理、不動産投資、等）を対象に、 国内での最新事
情と、これから伸びる不動産テックのカテゴリーを整理することで、 「自社に最適な不動産テック
は何か」「導入にあたって必要なことは何か」などを解説！

不動産ビジネスへのIT活用とこれからのビジネス攻略

オンライン：25,000円

会場受講：20,000円オンライン
ＬＩＶＥ

リマールエステート株式会社 
代表取締役社長 CEO

講　　師

赤木 正幸 氏

不動産

7月スケジュール ① 各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/

（火） 17:00-20:007/10 東京 浜松町

税理士のための
相続税申告業務と
並行して行う不動産実務
3時間で習得する！会計事務所が
“不動産ビジネス”を収益源とするための実践ノウハウ株式会社ファルベ 代表取締役

株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

相続事業承継 オンライン：10,000円

会場受講： 無 料オンライン
ＬＩＶＥ



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

（木） 13:00-17:007/12 東京 浜松町

【相続税申告】
ミス事例から学ぶ
実務上の対応策

相続事業承継 オンライン：30,000円

会場受講：25,000円オンライン
ＬＩＶＥ

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

資産税実務マスター流

（火） 13:00-15:007/17 東京 浜松町

一般社団法人を活用した
民事信託の実務
【特典】 2018年3月 8日新刊 『民事信託を活用するための基本と応用』　
　　　 大蔵財務協会　2500円

平成30年税制改正に対応した新しい民事信託の活用提案！

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

講　　師

石脇 俊司氏

オンライン：25,000円

会場受講：20,000円オンライン
ＬＩＶＥ信託

（火） 16:00-19:007/17 東京 浜松町 オンライン：25,000円

会場受講：20,000円オンライン
ＬＩＶＥ

“新税制”に対応した
事業承継スキーム
～新事業承継税制の盲点と特定一般社団法人の盲点～

起こりうる事業承継ビジネスへの影響
伊藤俊一税理士事務所

代表税理士

講　　師

伊藤 俊一氏

相続事業承継

7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、一般受講価格です。

（金） 13:30-16:307/20 東京 浜松町

相続実務に必要な
都市計画法・建築基準法
相続税財産評価や遺産分割で失敗しないための不動産調査実務

オンライン：20,000円

会場受講：15,000円オンライン
ＬＩＶＥ財産評価

株式会社ファルベ 代表取締役
株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

7月スケジュール ③ 各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/

（金） 13:00-16:008/3 東京 浜松町

相続税申告業務の効率化
相続専門会計事務所が実践している
「相続実務」の“最適化”手法を【完全公開!!】

相続事業承継 オンライン：25,000円

会場受講：20,000円オンライン
ＬＩＶＥ

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

資産税実務マスター流

8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

（金） 17:00-19:008/3 東京 浜松町 オンライン：15,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ

開業１年で資産税案件62件を獲得した
実践ノウハウ

信託を入口とした
相続税申告獲得セミナー
●税理士目線でみた民事信託の動向　　　●信託を入口に相続申告を獲得した3つのポイント

●オーナーに専門用語を使わずに信託を理解してもらうコツ　　　●年間130回のセミナー実績!　　　●BtoBの関係性を維持する方法

講　　師

橘 慶太氏
円満相続税理士法人

代表税理士

信託



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

（火） 18:00-20:008/7 東京 浜松町

信託を入口とした
『不動産案件』
獲得セミナー

オンライン：25,000円

会場受講：20,000円オンライン
ＬＩＶＥ

不動産に特化した民事信託の活用方法を解説

講　　師

島田 雄左氏
司法書士法人みつ葉グループ

代表社員

不動産

（金） 13:30-16:308/24 東京 浜松町

市街化調整区域の
土地評価

株式会社ファルベ 代表取締役
株式会社ファルベ不動産 代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

オンライン：15,000円

会場受講：10,000円オンライン
ＬＩＶＥ財産評価

単なる倍率評価ではない!!

（火） 13:00-17:008/7 東京 浜松町

【完全マスター】
不動産の法人化

相続事業承継 オンライン：30,000円

会場受講：25,000円オンライン
ＬＩＶＥ

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士
株式会社ファルベ不動産 代表取締役（共同代表）

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

資産税実務マスター流

8月スケジュール ② 各セミナーの詳細、お申込みは http://farbe-net.com/



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

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 ①
▼  ご希望の講座にチェックを入れてください。  ご希望の受講形態にチェックを入れてください。▼

講  師 受 講 形 態講 座 名開 催 日 時

土地を売りたくない地主への積極提案 定期借地権ビジネス5/14（月） 13:00-15:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講本田 和之氏

民事信託をビジネスにするための実務5/14（月） 16:30-19:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講青山 誠氏

空き家譲渡の3,000万円控除制度の実務対応5/24（木） 13:00-14:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

資産を減らしてしまう！絶対相続してはいけない「負動産」10事例5/24（木） 15:30-17:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講石川 真樹氏

生産緑地の相続税対策と2022年問題への実務対応6/8（金） 13:30-15:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

13:30-16:30 税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務 石川 真樹氏
東京新宿開催
会場受講のみ6/11（月）

14:00-16:30 相続専門税理士が語る！不動産オーナーの失敗しない相続 木下 勇人氏
東京蒲田開催
会場受講のみ5/18（金）

平成30年４月以降の『貸付事業用宅地の小規模宅地特例の使い方』6/8（金） 16:30-18:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

 「老人ホームの相談窓口」となる、新しい資産設計サービス6/12（火） 13:00-15:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講真山 英二氏

【実践】民事信託ノウハウ大公開6/12（火） 17:00-19:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講島田 雄左氏

業界最速!!セミナー『特例承継計画の記載』6/18（月） 17:00-18:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講伊藤 俊一氏

「小規模宅地等の特例」類型化による完全整理法6/21（木） 13:00-17:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

演習形式で学ぶ!!土地評価実務マスター 原 卓司氏
東京開催

会場受講のみ（木） ・
10:30-
17:00

13:00-
18:306/14 （金）15

13:30-16:30 税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務 石川 真樹氏
東京品川開催
会場受講のみ6/25（月）

懇

懇

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 □  資産税オンラインスクール会員

□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）

6月21日（火）セミナー終了後に開催の『懇親会』への参加　※いずれかの項目にチェックを入れてください。 □ 参加（別途5,000円） □ 不参加

6月14日（木）セミナー終了後に開催の『懇親会』への参加　※いずれかの項目にチェックを入れてください。 □ 参加（別途5,000円） □ 不参加
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資産税実務研究会 受講可能講座申込書 ②
▼  ご希望の講座にチェックを入れてください。  ご希望の受講形態にチェックを入れてください。▼

講  師 受 講 形 態講 座 名開 催 日 時

不動産テック7/10（火） 13:00-16:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講赤木 正幸氏

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 □  資産税オンラインスクール会員

□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）

13:30-16:30 税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務 石川 真樹氏
横浜開催

会場受講のみ7/5（木）

税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務7/10（火） 17:00-20:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講石川 真樹氏

13:30-16:30 税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務 石川 真樹氏
東京新宿開催
会場受講のみ6/11（月）

【相続税申告】 ミス事例から学ぶ実務上の対応策7/12（木） 13:00-17:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

一般社団法人を活用した民事信託の実務7/17（火） 13:00-15:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講石脇 俊司氏

“新税制”に対応した事業承継スキーム7/17（火） 16:00-19:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講伊藤 俊一氏

13:30-16:30 税理士のための相続税申告業務と並行して行う不動産実務 石川 真樹氏
東京新宿開催
会場受講のみ6/11（月） 相続実務に必要な都市計画法・建築基準法7/20（金） 13:30-16:30 □ 会場受講

□  オンラインLIVE受講石川 真樹氏

相続税申告業務の効率化8/3（金） 13:00-16:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

信託を入口とした相続税申告獲得セミナー8/3（金） 17:00-19:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講橘 慶太氏信託を入口とした相続税申告獲得セミナー8/3（金） 17:00-19:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講橘 慶太氏

【完全マスター】不動産の法人化8/7（火） 13:00-17:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講木下 勇人氏

信託を入口とした『不動産案件』獲得セミナー8/7（火） 18:00-20:00 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講島田 雄左氏

市街化調整区域の土地評価8/24（金） 13:30-16:30 □ 会場受講
□  オンラインLIVE受講石川 真樹氏

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

ご住所　　〒 TEL

FAX E-mail

参加者名｜フリガナ 事務所名

各セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー


