
※受講料は全て税込、一般受講価格です。

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/

研究会会員
受講無料

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 ①

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円

（月） 16:00-18:0010/7 オンライン
ＬＩＶＥ

取引相場のない
株式評価ミス事例集

～税理士がよく間違えるミス事例～

税理士法人レディング 代表税理士
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

相続
事業承継浜松町

オンライン： 10,000円

会場受講： 10,000円

（月） 13:00-15:0010/7

地主の円滑な相続は
生前の不動産戦略で
決まる！
～人口減少時代に突入した地主への新しい相続対策提案～株式会社ファルベ

代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

オンライン
ＬＩＶＥ浜松町 相続

事業承継



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー10月スケジュール ②

オンライン： 10,000円

会場受講： 10,000円オンライン
ＬＩＶＥ浜松町（火） 16:00-19:3010/15

間違いだらけの
「不動産投資の常識」

第１部 『不動産投資は地方の高利回り物件を狙いなさい』　【武藤 英明氏】
　　　～地方収益不動産の出口戦略
第２部 『不動産投資リスクの見極め方』　【石川真樹氏】
　　　～リターンとリスクを正しく理解すれば不動産投資は怖くないJPMCグループCEO

JPMC日本管理センター株式会社
代表取締役　社長執行役員

講　　師

武藤 英明氏

不動産

オンライン： 10,000円

会場受講： 10,000円

（水） 13:00-15:3010/23

いまさら聞けない
相続税財産評価に必要な！
都市計画法・建築基準法
～相続税評価や遺産分割で失敗しないための不動産調査実務～株式会社ファルベ

代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円

（火） 13:00-15:0010/15 オンライン
ＬＩＶＥ

民事信託を利用した
財務コンサルティングの
ススメ

司法書士法人おおさか法務事務所
京都御所南オフィス所長

司法書士・民事信託士

講　　師

石井  満氏

浜松町 信託

オンライン
ＬＩＶＥ浜松町 不動産



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

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 ①

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円

（月） 16:00-18:0011/11 オンライン
ＬＩＶＥ

生前贈与の
戦略的提案

～贈与の各種特例と適用場面を実務的に検証～
税理士法人レディング 代表税理士

税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

相続
事業承継浜松町

～顧問先へのコンサル・提案力が身に着く～

13:00-15:00（月）11/11

今更人に聞けない
不動産所有型法人の
正しい設定方法

伊藤俊一税理士事務所
代表税理士

講　　師

伊藤 俊一氏

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円オンライン
ＬＩＶＥ

相続
事業承継浜松町

（水） 17:00-19:0010/23
Webセミナーコンテンツ
「不動産オーナーアカデミー」を
活用したマーケティング手法
『相続テックビジネス』
～地域密着型企業の不動産オーナー囲い込み戦略～

株式会社ファシオ 代表取締役社長

講　　師

佐々木 英明氏

株式会社ファルベ 代表取締役
石川 真樹氏

無料オンライン
ＬＩＶＥ

営業
マーケティング浜松町



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

各セミナーの詳細、お申込みは　　　　　　　　　　　　で検索!フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー11月スケジュール ②

オンライン： 5,000円

会場受講： 5,000円

（金） 17:00-19:0011/15
「相続税専門家」から「相続の専門家」へ
税理士が失敗事例から学ぶ！
『相続コーディネート力』

出版記念特別講座 『税理士が身につけるべきコーディネート力』（清文社）

税理士法人レディング 代表税理士
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

浜松町 会場受講： 95,000円（税別）

【1日目】不動産ＤＣＦ法の基礎
【2日目】DCF法の実務

両日10:30-16:3011/12（火）13（水）

不動産投資・運用 アドバイザー®養成講座
不動産DCF法と不動産投資分析の理論を習得し、
買い手（投資家）の立場に100％立った投資アドバイス（投資の適否）と、
所有している間の運用アドバイス（収入・支出）、
さらに購入時点から出口戦略（不動産移転対策）の立案ができる、
真のコンサルタント（買主代理人）を養成

株式会社ファルベ
代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

不動産 ※当セミナーのみ税別表示となっております。

オンライン： 10,000円

会場受講： 10,000円オンライン
ＬＩＶＥ浜松町（月） 13:00-15:0011/18

安定経営を求める地主への
ビジネスアプローチ！
『地方の土地活用は
高齢者向け案件を狙いなさい』

～人口減少時代の土地活用と不動産経営～JPMCグループCEO
JPMC日本管理センター株式会社

代表取締役　社長執行役員

講　　師

武藤 英明氏

不動産

相続
事業承継梅  田

※書籍付き（テキストとして使用）



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

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

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円

（木） 18:00-20:0012/5 オンライン
ＬＩＶＥ

民事信託組成で必須となる
税務ポイント

～信託と税務の相違点～

税理士法人レディング 代表税理士
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏

相続
事業承継浜松町

オンライン：15,000円

会場受講：15,000円

（月） 16:00-18:0011/25 オンライン
ＬＩＶＥ

企業経営の視点でとらえる
相続対策

～お父様に生前対策の「成功」を“実感”していただく資産承継～

税理士法人ファルベ 代表社員・税理士

講　　師

飯田 高士氏

相続
事業承継浜松町

オンライン： 5,000円

会場受講： 5,000円

（火） 18:30-20:3012/3
「相続税専門家」から「相続の専門家」へ
税理士が失敗事例から学ぶ！
『相続コーディネート力』

出版記念特別講座 『税理士が身につけるべきコーディネート力』（清文社）

税理士法人レディング 代表税理士
税理士・公認会計士・宅地建物取引士

講　　師

木下 勇人氏 ※書籍付き（テキストとして使用）

相続
事業承継名古屋



※受講料は全て税込、一般受講価格です。

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

オ ン ラ イ ン Ｌ Ｉ Ｖ Ｅ セ ミ ナ ー と は
東京会場で実施される生講座を、
会員様の事務所やパソコンに同
時中継。
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、生講座を
ライブ中継にて受講することが
できます。
また、プロジェクターでスクリー
ンに映し出せば、事務所の職員
で受講することも可能です。

生講座を東通が配信！

東京会場
事務所の会議室で、
生中継による
受講が可能

パソコンでの
受講も可能

レジュメ ＰＤＦを印刷
見逃しても
自宅や休日に
受講可能

&
が可能！

同時中継

アーカイブ視聴

全国対応
全国どこからでも

受講可能！

※オンラインアーカイブ講座は生講座開催日から3営業日後の12:00より翌月末まで視聴可能。

オンライン：  5,000円

会場受講：  5,000円

（月） 16:00-17:3012/16

税理士が地主と取り組んだ
 地主の相続対策
《実例公開》
～土地はあるがお金がない地主の相続対策～株式会社ファルベ

代表取締役

講　　師

石川 真樹氏

オンライン
ＬＩＶＥ

相続
事業承継浜松町



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
▼  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

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）

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/

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講10/15（火） 13:00-15:00 石井　満氏民事信託を利用した財務コンサルティングのススメ

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講

10/15（火） 16:00-19:30
武藤 英明氏間違いだらけの「不動産投資の常識」

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講

11/11（月） 13:00-15:00 伊藤 俊一氏

石川 真樹氏

10/23（水） 17:00-19:00
佐々木 英明氏Webセミナーコンテンツ「不動産オーナーアカデミー」を

活用したマーケティング手法『相続テックビジネス』 石川 真樹氏

今更人に聞けない不動産所有型法人の正しい設定方法

10/23（水） 13:00-15:30 石川 真樹氏いまさら聞けない 相続税財産評価に必要な！都市計画法・建築基準法

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講11/11（月） 16:00-18:00 木下 勇人氏生前贈与の戦略的提案

□ 会場受講
11/12（火）13（水） 10:30-16:30 石川 真樹氏不動産投資・運用 アドバイザー ®養成講座

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講10/7（月） 13:00-15:00 石川 真樹氏地主の円滑な相続は生前の不動産戦略で決まる！

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講10/7（月） 16:00-18:00 木下 勇人氏取引相場のない株式評価ミス事例集

□ 会場受講11/15（金） 17:00-19:00 木下 勇人氏

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講11/25（月） 16:00-18:00 飯田 高士氏企業経営の視点でとらえる相続対策

□ 会場受講12/3（火） 18:30-20:30 木下 勇人氏
「相続税専門家」から「相続の専門家」へ
税理士が失敗事例から学ぶ！『相続コーディネート力』

「相続税専門家」から「相続の専門家」へ
税理士が失敗事例から学ぶ！『相続コーディネート力』

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講12/5（木） 18:00-20:00 木下 勇人氏民事信託組成で必須となる税務ポイント

□ 会場受講
□  オンラインLIVE受講12/16（月） 16:00-17:30 石川 真樹氏税理士が地主と取り組んだ 地主の相続対策《実例公開》

11/18（月） 13:00-15:00 武藤 英明氏
安定経営を求める地主へのビジネスアプローチ！
『地方の土地活用は高齢者向け案件を狙いなさい』


