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日  時 セミナー 会場・参加費等 

4月 19日（火） 

18：20～20：30 

 

【テーマ】 基礎セミナー 

「平成 28年度税制改正の総点検（仮）」 

【講師】酒井克彦（アコード租税総合研究所所長・中央大学商学部教授） 

【内容】毎年の税制改正は租税に関わる専門家として必須の知識 

といえましょう。税制改正大綱等に基づく改正項目をいち

早く押さえていたとしても、それで十分であるとはいえま

せん。 

国会を通過したと思われる時期に開催します本セミナー

では、最新の情報をもとに、具体的な改正内容に踏み込んで

解説いたします。税制改正の趣旨を確認し、実務への影響や

実務上の留意点などを検討いたします。 

 

会場：ハロー貸会議

室 新宿曙橋 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員 1,000 円 

一般 10,000 円 

※DVD 受講可能 

会員 10,000 円 

一般 20,000 円 

 

 

6月 2日（木） 

14：00～16：30 

 

【テーマ】 平成 27 年度 第 1 回公開セミナー 

【講師】酒井克彦（アコード租税総合研究所所長・中夫大学商学部教授） 

【内容】本セミナーは、参加者同士が互いにディスカッションを 

したり、講師と直接意見をやり取りしたりすることを通じ、

参加者自らが具体的事例をベースにした問題を考え、租税

法のしっかりとした理解を体感していただくために、グル

ープ討議形式を採用しています。最初は少し戸惑われるか

もしれませんが、本セミナーを通じて、さらなるステップア

ップを目指しましょう。 

テーマの詳細については、確定次第ご案内いたします。 

会場：ホテルニュー

オータニ・ガーデン

コート 27階 エヌエ

ヌ生命 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員  無料  

一般 3,000 円 

①6月 7日（火） 

②6月 21日（火） 

③7月 5日（火） 

④7月 19日（火） 

⑤8月 2日（火） 

18：20～20：30 

 

 

【テーマ】 応用セミナー 

「最新重要租税判例解析講座 2016（全 5回） 

―裁判例を理解し実務に活かす―」 

【講師】酒井克彦（アコード租税総合研究所所長・中央大学商学部教授） 

【内容】租税専門家として、重要な裁判例については、事案の争 

点や判決の要旨を知っておくことは必須です。専門誌など

からそれらの知識を身につけることも可能ですが、単に「知

る」にとどまらず、本当の意味で裁判例を理解し実務に活用

することが非常に大切です。 

毎回ご好評をいただいている本セミナーでは、全 5 回に

わたり、最近の裁判例の中から厳選した重要租税判例を取

り上げ、事案の争点や判決の要旨を丁寧に整理した上で、判

決の考え方や実務への影響・留意点等について詳細に解説

会場：ハロー貸会議

室 新宿曙橋 

定員：約 20 名 

受講料： 

会員 20,000 円 

一般 50,000 円 

(5 回全回一括申込

の場合会員 50,000

円一般 250,000 円 

(欠席・既終了分につ

いては DVD 送付)) 

※DVD 受講可能 

会員 50,000 円 
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いたします。 

 

一般 250,000 円 

6月 14日（火） 

18：20～20：30 

 

【テーマ】 法人税法基礎セミナー（第 1 回） 

「基礎から学ぶ国際税務（仮）」 

【講師】細田明（アコード租税総合研究所研究顧問・税理士） 

【内容】「国際税務」というと、自分にはあまり関係ない分野と考 

えている税理士の方が多いように見受けられますが、最近

では、中小企業にとっても国際取引は決して珍しいもので

はなくなってきています。今後は税理士にとっても知らな

いでは済まされない分野といえるかもしれません。 

本セミナーでは、国際税務のエキスパートである細田明

研究顧問が、国際税務の基本的理解を深めるために、基礎的

事項から問題となりやすい事例まで分かりやすく解説いた

します。 

 

会場：ハロー貸会議

室 新宿曙橋 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員 1,000 円 

一般 10,000 円 

※DVD 受講可能 

会員 10,000 円 

一般 20,000 円 

 

7月 21日（火） 

18：20～20：30 

 

【テーマ】 資産税基礎セミナー（第 1 回） 

【講師】松岡章夫（アコード租税総合研究所研究顧問・税理士・ 

東京国際大学大学院客員教授） 

【内容】本セミナーでは、国税庁 OB で相続税・贈与税のスペシ 

ャリストである松岡章夫研究顧問が、相続税・贈与税の実務

上の重要事項について分かりやすく解説いたします。 

 テーマの詳細については、確定次第ご案内いたします。 

会場：都内予定 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員 1,000 円 

一般 10,000 円 

※DVD 受講可能 

会員 10,000 円 

一般 20,000 円 

①9月 27日（火） 

②10月 11日（火） 

③10月 25日（火） 

④11月 15日（火） 

⑤11月 22日（火） 

⑥12月 6日（火） 

18：20～20：30 

 

 

【テーマ】 応用セミナー  

「いまさら法人税法！ 

―基礎から学ぶ集中講義（全 6回）―」 

【講師】酒井克彦（アコード租税総合研究所所長・中央大学商学部教授） 

【内容】アコード租税総合研究所ではこれまで入門的な内容の講 

座として基礎セミナー、応用的な内容の講座として応用セ

ミナーを開催してまいりましたが、基礎から応用までを短

期間で集中して学ぶ講座の第 1 弾として、応用セミナー「い

まさら所得税法」を実施いたしました。 

 今回はその第 2 弾として「法人税法」を取り上げます。 

 本セミナーでは、『裁判例からみる法人税法』（改訂版刊行

予定）をテキストにして、法人税法の基礎から応用までを分

かりやすく解説いたします。 

 

会場：ハロー貸会議

室 新宿曙橋 

定員：約 20 名 

受講料： 

全 6 回一括申込 

会員 50,000 円 

一般 200,000 円 (欠

席・既終了分につい

ては DVD 送付)) 

※DVD 受講可能 

会員 50,000 円 

一般 200,000 円 
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10月 6日（木） 

14：00～16：30 

 

【テーマ】 平成 27 年度 第 2 回公開セミナー 

【講師】酒井克彦（アコード租税総合研究所所長・中夫大学商学部教授） 

【内容】本セミナーは、参加者同士が互いにディスカッションを 

したり、講師と直接意見をやり取りしたりすることを通じ、

参加者自らが具体的事例をベースにした問題を考え、租税

法のしっかりとした理解を体感していただくために、グル

ープ討議形式を採用しています。 

 最初は少し戸惑われるかもしれませんが、本セミナーを

通じて、さらなるステップアップを目指しましょう。 

テーマの詳細については、確定次第ご案内いたします。 

会場：ホテルニュー

オータニ・ガーデン

コート 27 階アイエ

ヌジー生命 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員  無料  

一般 3,000 円 

10月に 

18：20～20：30 

で開催予定 

【テーマ】 法人税法基礎セミナー（第 2 回） 

【講師】未定 

【内容】法人税法の実務上の重要論点について取り上げ解説する 

講座です。本セミナーでは、具体的事例を取り上げ、税理士

として知っておくべき税務について分かりやすく解説いた

します。 

詳細については、確定次第ご案内いたします。 

会場：都内予定 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員 1,000 円 

一般 10,000 円 

※DVD 受講可能 

会員 10,000 円 

一般 20,000 円 

11月 1日（木） 

18：20～20：30 

 

【テーマ】 資産税基礎セミナー（第 2 回） 

【講師】松岡章夫（アコード租税総合研究所研究顧問・税理士・ 

東京国際大学大学院客員教授） 

【内容】本セミナーでは、国税庁 OB で相続税・贈与税のスペシ 

ャリストである松岡章夫研究顧問が、相続税・贈与税の実務

上の重要事項について分かりやすく解説いたします。 

 テーマの詳細については、確定次第ご案内いたします。 

会場：都内予定 

定員：約 50 名 

参加費： 

会員 1,000 円 

一般 10,000 円 

※DVD 受講可能 

会員 10,000 円 

一般 20,000 円 

各セミナーの詳細については当研究所 HP 又はチラシをご参照ください。 

※ 上記日程は都合により変更する場合がございます。 

※ 今後に向けて現在多様なテーマのセミナーを企画立案中です。開催が確定しましたら、HP やメルマガ等

で随時ご案内いたします。「あったらいいな、こんなセミナー」のご意見もお寄せください。 

                           

〒185-0033 東京都国分寺市内藤 1-25-1 B 号 

TEL 042-806-9843 

（受付：月～金9時～18時 一般社団法人ファルクラムと共通番号） 

FAX 042-806-9844 

E-mail: honbu@at-i.info  

URL: http://www.at-i.info 


