一般社団法人 全国相続鑑定協会 会員規約
2016 年 7 月 1 日改訂

＜概要＞
※記載価格はすべて税抜き価格とする

費 用 ・資 格

プラチナ会員

ゴールド会員

入会資格

相続鑑定士

相続鑑定士

資格有効期間

3 年間

3 年間

資格更新要件

規定数の単位取得 又は
更新認定試験合格※1

規定単位取得 又は
更新認定試験合格※1

運営年会費

12,000 円

12,000 円

月会費

9,000 円※2

－

無料

講座受講チケット 1 枚

24,000 円/4 枚綴

24,000 円/4 枚綴

20％割引

10％割引

○

○

机上診断サポート※6

○

○

登記異動情報
サービス※7

○

○

販促物挿入印刷サービス※8

○

○

相談窓口設置※9

○

×

○

×

○
（相談員養成
養成済
（相談員
養成済会員のみ）

×

iCAN 主催セミナー受講料
（一部ｾﾐﾅｰは Web 受講も可）

講座受講ﾁｹｯﾄ価格※3
ファルベセミナー
割引受講※4
「相続鑑定士」
称号使用※5

セー ルスサポート

相談員養成講座※10
(名称未定･詳細準備中)

広大地･相続財産･信託
専門家サポート※10

※1：更新認定試験受験時に、考査料として 35,000 円（税別）を納入すること。ただし、年間 5 単位、3 年間合計 15 単位以上の更新認定単
位を習得済みのものは、更新認定試験を免除する。
※2：プラチナ会員の同一法人および団体複数会員登録の場合は、2 人目以降の会員は運営年会費不要・月会費 5,000 円（税別）とする。
※3：2016 年 4 月 1 日以降発行の「講座受講チケット（4 枚綴）」。定価 40,000 円。再販禁止。
※4：ただし、別途「ICAN 会員価格」が設定されている場合はこの限りではない
※5：名刺や自社 Web サイト等に、「相続鑑定士」であることを表記することができる。全国相続鑑定協会ロゴ画像も利用可。画像等希望の
場合は事務局まで個別申込のこと。
※6：㈱ファルベ提供の「広大地サポート」「財産評価サポート」を利用し、簡易レポートを提供。詳細はファルベ社ホームページを参照
http://farbe-net.com/zaizanhyoka/）
※7：別途システム利用料金が必要。エリアごとに ID 利用料月額 16,000～60,000 円(税別､エリアにより異なる)＋初回のみ ID 発行料 30,000
円(税別)、エリア追加ごとに ID 発行追加料金 5,000 円(税別)
※8：販促チラシに、会員の連絡先や社名を挿入して印刷できる。別途印刷料金が必要。料金は印刷部数・納期により異なる。料金詳細は
都度事務局まで問合せのこと。
※9：「相続相談窓口」の文字とロゴを設置した営業ができる。
※10：（2016 年 6 月現在名称未定・詳細準備中。専門家サポートは、相談員養成講座を受講済のプラチナ会員に限る。）

＜規約＞

1.会員区分
1.会員区分
下記の２区分とする。
なお、会費・サービス料金等の徴収は、事前に登録する料金振替サービスにより、口座引落とする。
●プラチナ会員（相続鑑定士資格者のみ）
運営年会費 12,000 円(税別) 月会費 9,000 円(税別) ※複数名割引あり
受講チケット割引販売価格 24,000 円(税別)
●ゴールド会員（相続鑑定士資格者のみ）
運営年会費 12,000 円(税別) 受講チケット割引販売価格 24,000 円(税別)
※プラチナ会員に限り、
同一法人および団体複数名登録割引を適用する。
同一法人および団体 2 人目以降の会員は、
年会費不要、月会費 5,000 円（税別）とする。

2.相続鑑定士資格更新要件
年度ごとの税制改革等、新規情報の学習の必要性を鑑み、継続
継続学習
継続学習を必須とする。
学習を必須とする。
相続鑑定士の資格有効期限は 3 年間とし、継続学習を必須とする。
資格有効期限の満了後、相続鑑定士資格を継続したい者は、
「更新認定試験」の合格を必須とする。更新認定
試験受験時には別途考査料 35,000 円(税別)を徴収する。
ただし、未来相続アカデミックセミナーの各講座のうち、年間 5 単位、3 年間合計 15 単位の学習を修了した者
は、更新認定試験を免除する。

3.全国相続鑑定協会主催未来相続実務
全国相続鑑定協会主催未来相続実務セミナー受講料金
実務セミナー受講料金
●iCAN 主催セミナー
・プラチナ会員
プラチナ会員：無料
プラチナ会員
・プラチナ会員
プラチナ会員以外の会員および一般受講
円(税別)または講座受講チケット 1 枚
プラチナ会員以外の会員および一般受講：15,000
以外の会員および一般受講
※未来相続実務セミナーの一部の講座はオンライン受講（都度申込・有料）できる。オンライン受講対象セ
ミナーについては、一覧表中のマークで明示する。一部のセミナーは、後日オンライン受講することもで
きる（別途申込・会場受講と同額の受講料金が必要）
。
●外部主催セミナー（㈱ファルベ主催の各セミナー）
・プラチナ会員
プラチナ会員：定価の
20％ OFF にて受講可能。
プラチナ会員
・ゴールド
ゴールド会員
10％OFF にて受講可能
ゴールド会員：定価の
会員
※ただし、教材費などの実費が発生する場合、実費相当額には割引は適用しない。
※個別に「ICAN 会員価格」が設定されている講座に関しては、その表記に従う。
※受講料は、㈱ファルベへの直接支払いとする。

4. 講座受講チケットの販売
４枚綴りの割引受講チケットを販売する。相続鑑定士資格取得者以外も購入できる。iCAN 会員は割引価格にて販
売を行う。各会員区分向けの販売価格は下記のとおりとする。
●定価
40,000
40,000 円(税別)
●ICAN 会員
24,000 円(税別)
※会員以外への譲渡も可能であるが、再販により会員が利益を得る行為は禁止する。

5.セールスサポートの内容と料金
相続鑑定士は全国相続鑑定協会の提供する営業サポートを受けられる。2016 年 6 月 1 日現在のセールスサポート
内容と料金は次の通り。料金および内容は場合により、予告なく変更することがある。

＜全会員共通のサービス＞
●「相続鑑定士
「相続鑑定士®
Web サイト等に、「相続鑑定士」であることを表記することができる。全国相
「相続鑑定士®」称号使用：名刺や自社
」称号使用
続鑑定協会ロゴ画像も利用可。画像等希望の場合は事務局まで個別申込のこと。
●机上広大地診断サポート
机上広大地診断サポート：㈱ファルベ提供の「広大地サポート」「財産評価サポート」を利用し、簡易レポートを提供。
机上広大地診断サポート
詳細はファルベ社ホームページを参照 http://farbe-net.com/zaizanhyoka/）
●登記異動情報サービ
登記異動情報サービス
登記異動情報サービス：エリアごとに ID 利用料月額 16,000～60,000 円(税別､エリアにより異なる)
＋初回のみ ID 発行料 30,000 円(税別)、エリア追加ごとに ID 発行追加料金 5,000 円(税別)
●販促物挿入印刷サービス
販促物挿入印刷サービス：販促チラシに、会員の連絡先や社名を挿入して印刷できる。別途印刷料金が必要。料金
販促物挿入印刷サービス
は印刷部数・納期により異なる。料金詳細は都度事務局まで問合せのこと。

＜プラチナ会員限定のサービス＞
プラチナ会員限定のサービス＞
●「相続相談窓口」設置
「相続相談窓口」設置：「相続相談窓口」の文字とロゴを設置した営業ができる。（設置は自費。ロゴデータ・画像等
「相続相談窓口」設置
は事務局まで個別申込のこと）
●「相続
「相続相談員
「相続相談員」
相談員」養成講座：
養成講座 （2016 年 6 月現在名称未定・詳細準備中。）ヒアリングシート活用営業の研修。
●広大地･相続財産･信託
広大地･相続財産･信託専門家
広大地･相続財産･信託専門家サポート
専門家サポート：
サポート （2016 年 6 月・詳細準備中。）相談員養成講座受講済のプラチナ会員
に限る。

