
WEB受
講希望

日時 開催地 会場 主催

プラチナ会員 無料

プラチナ会員 無料

プラチナ会員 無料

プラチナ会員 無料

プラチナ会員 無料

プラチナ会員 無料

会員紹介※2会員紹介※2会員紹介※2会員紹介※2 32,400円32,400円32,400円32,400円

一般一般一般一般 37,800円37,800円37,800円37,800円

※1 相続鑑定協会会員の方は、受講料は規定の引落口座での引き落としとなります。一般参加の方は、事前のお振込みが必要です。お問合せください。
※2 相続鑑定士および相続鑑定士所属企業からの紹介、提携各機関からのご紹介の方に限ります。ご紹介者様をご明記ください。
※3 講座受講チケット 4枚綴り 一般価格40,000円(税別)　ICAN会員は割引価格にて販売。ゴールド会員24,000円(税別)
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〒 ※ICAN会員は省略可 連
絡
先

名古屋名古屋名古屋名古屋 ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会
※セミナー・講義ではありません。

（名駅周辺） ICANICANICANICAN

WebのみWebのみWebのみWebのみ

□□□□

ウィンクあいち
１１０８号室

ICANICANICANICAN 無料無料無料無料

ICANICANICANICAN

一般 20,000円

別途チラシまたは
Farbe HPにて

予約

別途チラシまたは
Farbe HPにて

予約

９／２２（金）
17:30～19:30

東京
不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！

その2：『不動産コンサルティングビジネス編』その2：『不動産コンサルティングビジネス編』その2：『不動産コンサルティングビジネス編』その2：『不動産コンサルティングビジネス編』
　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏

ビジョンセンター田町 ICANICANICANICAN

８／４（金）
17:30～19:30

東京
不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ【全２回】不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが相続対策の適任者である！

その１：『不動産オーナーの相続編』その１：『不動産オーナーの相続編』その１：『不動産オーナーの相続編』その１：『不動産オーナーの相続編』
　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏

ビジョンセンター田町 ICANICANICANICAN 一般 20,000円

認定会社紹介割引価格認定会社紹介割引価格認定会社紹介割引価格認定会社紹介割引価格

75,000円75,000円75,000円75,000円
通常価格　　95,000円

□□□□ ××××
９／８（金）

19:00～21:00

名古屋名古屋名古屋名古屋
争続対策から繋げる相続ビジネス！　　　　.争続対策から繋げる相続ビジネス！　　　　.争続対策から繋げる相続ビジネス！　　　　.争続対策から繋げる相続ビジネス！　　　　.

　講師：　税理士法人レディング　代表社員　木下 勇人 氏　　講師：　税理士法人レディング　代表社員　木下 勇人 氏　　講師：　税理士法人レディング　代表社員　木下 勇人 氏　　講師：　税理士法人レディング　代表社員　木下 勇人 氏　　　　.　　　.　　　.　　　.
ウィンクあいち
１２０８号室

ICANICANICANICAN

会員のみ 5,000円

別途チラシまたは
Farbe HPにて

予約

８／８（火）
10:00～17:00
８／９（水）

10:00～17:00

東京
＜2日間連続講座＞不動産投資･運用アドバイザー＜2日間連続講座＞不動産投資･運用アドバイザー＜2日間連続講座＞不動産投資･運用アドバイザー＜2日間連続講座＞不動産投資･運用アドバイザー®®®®養成講座　　　　.養成講座　　　　.養成講座　　　　.養成講座　　　　.

　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　　　　.講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　　　　.講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　　　　.講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　　　　.
ビジョンセンター田町 Farbe

無料無料無料無料

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
１０／５（木）
18:30～20:45

名古屋名古屋名古屋名古屋
信託最前線！　今、学ぶべき信託実践のポイント信託最前線！　今、学ぶべき信託実践のポイント信託最前線！　今、学ぶべき信託実践のポイント信託最前線！　今、学ぶべき信託実践のポイント
～お客様へのプレゼンから銀行交渉まで～　　　　.～お客様へのプレゼンから銀行交渉まで～　　　　.～お客様へのプレゼンから銀行交渉まで～　　　　.～お客様へのプレゼンから銀行交渉まで～　　　　.

　講師：　青山誠司法書士事務所　代表　青山　誠　氏　　講師：　青山誠司法書士事務所　代表　青山　誠　氏　　講師：　青山誠司法書士事務所　代表　青山　誠　氏　　講師：　青山誠司法書士事務所　代表　青山　誠　氏　　　　.　　　.　　　.　　　.

ウィンクあいち
１１０８号室

ICANICANICANICAN 無料無料無料無料

９／２１（木）
18:30～20:45

名古屋名古屋名古屋名古屋
不動産オーナーの相続を成功に導く　不動産承継対策　　.不動産オーナーの相続を成功に導く　不動産承継対策　　.不動産オーナーの相続を成功に導く　不動産承継対策　　.不動産オーナーの相続を成功に導く　不動産承継対策　　.

講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏　　　　.　　　.　　　.　　　.

受講チケット1枚
または

15,000円

一般 10,000円

９／１（金）～ 名古屋名古屋名古屋名古屋
相続エージェントは君だ!　トップランナーは宅建士とFP!!　　.相続エージェントは君だ!　トップランナーは宅建士とFP!!　　.相続エージェントは君だ!　トップランナーは宅建士とFP!!　　.相続エージェントは君だ!　トップランナーは宅建士とFP!!　　.

講師：　全国相続鑑定協会　代表理事　小池 淳一　氏　講師：　全国相続鑑定協会　代表理事　小池 淳一　氏　講師：　全国相続鑑定協会　代表理事　小池 淳一　氏　講師：　全国相続鑑定協会　代表理事　小池 淳一　氏　　　　.　　　.　　　.　　　.
Web受講のみ

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
７／６（木）

18:15～20:45
名古屋名古屋名古屋名古屋

賃貸管理から資産管理ビジネスへ賃貸管理から資産管理ビジネスへ賃貸管理から資産管理ビジネスへ賃貸管理から資産管理ビジネスへ
～管理会社が資産家ビジネスを成功させる方法～～管理会社が資産家ビジネスを成功させる方法～～管理会社が資産家ビジネスを成功させる方法～～管理会社が資産家ビジネスを成功させる方法～
　　　　講師：　株式会社ツインライフ. 専務取締役　池田 建学　氏講師：　株式会社ツインライフ. 専務取締役　池田 建学　氏講師：　株式会社ツインライフ. 専務取締役　池田 建学　氏講師：　株式会社ツインライフ. 専務取締役　池田 建学　氏

ウインクあいち
９０６号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
７／６（木）

13:30～17:30
名古屋名古屋名古屋名古屋

税理士のための広大地実務マスター税理士のための広大地実務マスター税理士のための広大地実務マスター税理士のための広大地実務マスター
　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏

ウインクあいち
９０６号室

ICANICANICANICAN

※ICAN会員は、会員番号を記入 ※ICAN会員は省略可

※ICAN会員は省略可

お問合せ・受講申込：一般社団法人 全国相続鑑定協会　 FAX：052-878-1188　TEL：052-838-7288　　http://ican88.org/

受講チケット1枚
または

15,000円

Farbe
ファルベ実務セミナー　※プラチナ会員：一般価格の20%割引、その他のICAN会員：一般価格の10%割引にて受講可能
※詳細は会員のみに事前に配布した資料をご確認ください。

お申込・詳細は㈱farbeのホームページからお申込下さい　→お申込・詳細は㈱farbeのホームページからお申込下さい　→お申込・詳細は㈱farbeのホームページからお申込下さい　→お申込・詳細は㈱farbeのホームページからお申込下さい　→　http://farbe-net.com/　http://farbe-net.com/　http://farbe-net.com/　http://farbe-net.com/

　　　　　　　　　　　　＜受講申込書＞＜受講申込書＞＜受講申込書＞＜受講申込書＞※受講お一人につき1枚ご送信ください。

□ ICAN会員　　□ 一般 □□□□相続鑑定士からのご紹介　□□□□提携企業・団体からのご紹介

紹介者(社)名

ウインクあいち
１１０８号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

受講チケット1枚
または

15,000円

□□□□ □□□□
11／２５(土)11／２５(土)11／２５(土)11／２５(土)
9:15～16:409:15～16:409:15～16:409:15～16:40

名古屋名古屋名古屋名古屋 相続鑑定士認定セミナー・試験相続鑑定士認定セミナー・試験相続鑑定士認定セミナー・試験相続鑑定士認定セミナー・試験 名古屋国際会議場名古屋国際会議場名古屋国際会議場名古屋国際会議場
相続鑑定士相続鑑定士相続鑑定士相続鑑定士
認定試験認定試験認定試験認定試験

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
１０／１９（木）
18:30～20:45

無料無料無料無料

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□

ICANICANICANICAN 無 料無 料無 料無 料

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
９／７（木）

17:30～20:00
名古屋名古屋名古屋名古屋

アパート建築による相続税対策で自宅がとられる！？アパート建築による相続税対策で自宅がとられる！？アパート建築による相続税対策で自宅がとられる！？アパート建築による相続税対策で自宅がとられる！？
　　　　講師：　金井公認会計士・税理士事務所代表　金井 義家 氏講師：　金井公認会計士・税理士事務所代表　金井 義家 氏講師：　金井公認会計士・税理士事務所代表　金井 義家 氏講師：　金井公認会計士・税理士事務所代表　金井 義家 氏

ウインクあいち
９０８号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
８／３（木）

17:00～20:00
名古屋名古屋名古屋名古屋

相続鑑定士のための営業支援交流会相続鑑定士のための営業支援交流会相続鑑定士のための営業支援交流会相続鑑定士のための営業支援交流会
　　　　隠居信託・登記異動情報・相続税更正請求の事例発表・交流会隠居信託・登記異動情報・相続税更正請求の事例発表・交流会隠居信託・登記異動情報・相続税更正請求の事例発表・交流会隠居信託・登記異動情報・相続税更正請求の事例発表・交流会

ウインクあいち
１２０８号室

□□□□ ××××
９／２１（木）
13:30～17:30

名古屋名古屋名古屋名古屋
相続税申告業務に必要な！相続税申告業務に必要な！相続税申告業務に必要な！相続税申告業務に必要な！

都市計画法・建築基準法マスター都市計画法・建築基準法マスター都市計画法・建築基準法マスター都市計画法・建築基準法マスター
　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏

受講チケット1枚
または

15,000円

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
８／３（木）

13:30～16:30
名古屋名古屋名古屋名古屋

生産緑地の2022年問題！生産緑地の2022年問題！生産緑地の2022年問題！生産緑地の2022年問題！　生産緑地の生前対策　生産緑地の生前対策　生産緑地の生前対策　生産緑地の生前対策
～生産緑地の制限解除に依る農地の有効活用～～生産緑地の制限解除に依る農地の有効活用～～生産緑地の制限解除に依る農地の有効活用～～生産緑地の制限解除に依る農地の有効活用～

　　　　講師：　ホンダ商事株式会社 代表取締役　本田 和之　氏講師：　ホンダ商事株式会社 代表取締役　本田 和之　氏講師：　ホンダ商事株式会社 代表取締役　本田 和之　氏講師：　ホンダ商事株式会社 代表取締役　本田 和之　氏

ウインクあいち
１２０８号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

受講チケット1枚
または

15,000円

ウインクあいち
１１０８号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

□□□□ ××××
７／１４（金）
19:00～21:00

名古屋名古屋名古屋名古屋 ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会ICAN倶楽部　相続鑑定士交流会
※セミナー・講義ではありません。

（名駅周辺） ICANICANICANICAN

一般社団法人　全国相続鑑定協会　　一般社団法人　全国相続鑑定協会　　一般社団法人　全国相続鑑定協会　　一般社団法人　全国相続鑑定協会　　

          　　　未来相続ビジネスセミナー　2017/7-2017/11

★★★★会場準備会場準備会場準備会場準備・・・・資料準備資料準備資料準備資料準備のためのためのためのため、、、、必必必必ずずずず事前事前事前事前におにおにおにお申込下申込下申込下申込下さいさいさいさい！（！（！（！（FAXFAXFAXFAX・お・お・お・お電話電話電話電話・・・・E-mailE-mailE-mailE-mail））））
※事前の申込のない場合、受講できないことがございますのでご注意下さい※事前の申込のない場合、受講できないことがございますのでご注意下さい※事前の申込のない場合、受講できないことがございますのでご注意下さい※事前の申込のない場合、受講できないことがございますのでご注意下さい

★資格試験受験特典！　資格試験受験者は、試験願書提出日～ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修開催月の月末まで、ICAN主催セミナーを無料受講できます。

参加参加参加参加
申込申込申込申込

セミナータイトル 受講料※1

□□□□ ××××
９／７（木）

13:30～16:30
名古屋名古屋名古屋名古屋

地主の資産価値を高め、相続税軽減を図る！地主の資産価値を高め、相続税軽減を図る！地主の資産価値を高め、相続税軽減を図る！地主の資産価値を高め、相続税軽減を図る！
会計事務所の不動産相続ビジネス会計事務所の不動産相続ビジネス会計事務所の不動産相続ビジネス会計事務所の不動産相続ビジネス

　　　　講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏講師：　株式会社ファルベ　代表取締役　石川 真樹　氏

ウインクあいち
９０８号室

ICANICANICANICAN 上記以外の
会員・一般

受講チケット1枚
または

15,000円

会員のみ 5,000円

□□□□
WebWebWebWeb

□□□□
７／２０（木）
18:15～20:45

名古屋名古屋名古屋名古屋
信託を活用した顧客向け提案とソリューション信託を活用した顧客向け提案とソリューション信託を活用した顧客向け提案とソリューション信託を活用した顧客向け提案とソリューション

～すぐに｢実務｣に使える!!信託を活用した相続･事業承継～～すぐに｢実務｣に使える!!信託を活用した相続･事業承継～～すぐに｢実務｣に使える!!信託を活用した相続･事業承継～～すぐに｢実務｣に使える!!信託を活用した相続･事業承継～
　　　　講師：　株式会社ｴｽｸﾛｰ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ信託 代表取締役　今中 弘明　氏講師：　株式会社ｴｽｸﾛｰ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ信託 代表取締役　今中 弘明　氏講師：　株式会社ｴｽｸﾛｰ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ信託 代表取締役　今中 弘明　氏講師：　株式会社ｴｽｸﾛｰ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ信託 代表取締役　今中 弘明　氏

TEL： FAX：

※※※※上記これから開催するセミナーの他、過去に開催したセミナーの上記これから開催するセミナーの他、過去に開催したセミナーの上記これから開催するセミナーの他、過去に開催したセミナーの上記これから開催するセミナーの他、過去に開催したセミナーのWeb受講受講受講受講(動画受講動画受講動画受講動画受講)も受付中！も受付中！も受付中！も受付中！

過去セミナーの一覧および受講ご希望の方は、右のチェックボックスに☑して資料をご請求ください！過去セミナーの一覧および受講ご希望の方は、右のチェックボックスに☑して資料をご請求ください！過去セミナーの一覧および受講ご希望の方は、右のチェックボックスに☑して資料をご請求ください！過去セミナーの一覧および受講ご希望の方は、右のチェックボックスに☑して資料をご請求ください！

Web一覧請求

□

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

無料無料無料無料
ﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰ

無料無料無料無料
ﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰ

無料無料無料無料
ﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰ

無料無料無料無料
ﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰﾌﾟﾚｾﾐﾅｰ

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

11/25試験に試験に試験に試験に

5点加算点加算点加算点加算!!

上級上級上級上級

認定認定認定認定


