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知っているようで実は詳しく知らない相続のはなしを、専門家がわかりやすくお伝えします。知っているようで実は詳しく知らない相続のはなしを、専門家がわかりやすくお伝えします。

Web セミナー

参加費
無料

今さら聞けない相続のはなし今さら聞けない相続のはなし

あなたの想いを実現する
遺言書のススメ

宮村  百合子 ／ 内藤  智之

【視聴期間】　2021年2月16日（火）12時00分～3月1日（月）23時59分

第三回

講  師

あなたの贈与は大丈夫？
昔の常識は税務署には通用しません

山口  拓也 ／ 原  有美

【視聴期間】　2021年3月3日（水）12時00分～3月16日（火）23時59分

第四回

講  師

あなたの知らない税務調査の世界

木村  信夫 ／ 私市  圭子

【視聴期間】　2021年3月18日（木）12時00分～3月31日（水）23時59分

第五回

講  師

辻・本郷 相続センター辻・本郷 相続センター
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東京事務所
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神田事務所
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渋谷事務所
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横浜事務所
大和事務所
湘南事務所
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中部エリア

新潟事務所
甲府事務所
長野事務所
豊橋事務所
名古屋事務所

関西エリア

京都事務所
大阪事務所
神戸事務所

中国・四国エリア

岡山事務所
広島事務所
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北九州事務所
福岡事務所
大分事務所
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辻・本郷  相 続センターのご案内



https://www.ht-tax.or.jp/seminar/210216/

あなたの想いを実現する
遺言書のススメ

遺言の種類と押さえるべきポイント
失敗事例から学ぶ遺言の落とし穴
遺言を確実に実現させるために
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参 加 費 無　料

【第三回】　2021年2月15日（月）17時00分    
【第四回】　2021年3月 2日（火）17時00分    
【第五回】　2021年3月17日（水）17時00分    

お申し込み期限

注意事項

1990年　本郷公認会計士事務所（現　辻・本郷 税理士法人）入社
2016年　専務執行理事就任
2019年　参与就任
2020年　代々木相続センター　相続センター長就任
入社以来、現在まで相続税申告を始め資産税を中心に従事している。
セミナー講師は200回以上、IBC岩手放送で税務番組を担当し、お客さま
に難解な税金をわかりやすく教えてくれると評判が高い。

辻・本郷 税理士法人
参与 兼 代々木事務所　相続センター長
税理士

宮村　百合子  （みやむら　ゆりこ）

辻・本郷 税理士法人
立川事務所　相続センター長
税理士

内藤　智之  （ないとう　ともゆき）

2006年　辻・本郷 税理士法人 入社
2010年　税理士登録
2017年　立川事務所所長に就任
法人税務から相続税申告、資産税コンサルティングまでオールラウン
ドプレーヤーとして、税理士としての専門性に自ら磨きをかけている。
特に不動産関係についてはハウスメーカーの税務相談に関わる等、経
験が多く強い分野である。

・本セミナーはご視聴いただくためのインターネット環境が必要です。
・お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを
   視聴期間初日にお送りします。

お問い合わせ
【メール】　consuldiv@ht-tax.or.jp
【フリーダイヤル】　　  0120-730-706 （受付）9：00～17：30 ※土･日･祝日除く

＜セミナー時間 約 40 分＞

【視聴期間】 2021 年 2 月 16 日 （火） 12 時 00 分～ 3 月 1 日 （月） 23 時 59 分

第三回

～  講　師  ～

～  講　師  ～

～  講　師  ～

大切な人のためにとせっかく書いた遺言書が
ただの紙切れに…。内容次第では思いがけぬ
トラブルを招くことも。遺言書の作成はぜひ専
門家にご相談ください。

【第三回】
詳細・お申し込みはこちらから

https://www.ht-tax.or.jp/seminar/210303/

あなたの贈与は大丈夫？
昔の常識は税務署には通用しません

生前贈与の基礎知識と効果的な贈与金額
お得な非課税制度 あなたも使える制度はありますか？
夫婦の財産は誰のもの？
近年の贈与に関する改正あれこれ
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相続税調査は家族全員の調査  
過去の財産移動も見られます！  
相続税修正申告のメカニズム  
どうすれば調査に入られないのか  
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2007年　辻・本郷 税理士法人 入社
2008年　税理士登録
2017年　埼玉・新潟 エリア長に就任
主に資産税や事業承継対策、法人顧問の税務に取り組んでいる。大原簿
記学校での非常勤講師としての経験を活かし、金融機関にてお客様向
けのセミナーや、行員勉強会の講師も務めている。

辻・本郷 税理士法人
事業開発推進本部　相続推進責任者
税理士

山口　拓也  （やまぐち　たくや）

辻・本郷 税理士法人
事業開発推進本部　相続推進責任者
税理士

原　有美  （はら　ゆみ）

2013年　辻・本郷 税理士法人 入社
2014年　吉祥寺事務所　所長に就任
2017年　東京西エリア　エリア長に就任
不動産業界での勤務経験を活かして、主に地権者の相続税申告やコン
サルに取り組んでいる。相続セミナー講師を年間50件以上務め、年間の
相続税申告件数は100件を超える。

＜セミナー時間 約 40 分＞

【視聴期間】 2021 年 3 月 3 日 （水） 12 時 00 分～ 3 月 16 日 （火） 23 時 59 分

第四回

相続対策の要となる贈与について、思わぬ
落とし穴や注意点、税制改正を踏まえた対
応方法など、税務調査の対応実績多数の講
師がわかりやすくご説明します。

【第四回】
詳細・お申し込みはこちらから

https://www.ht-tax.or.jp/seminar/210318/

あなたの知らない税務調査の世界

1985年　本郷公認会計士事務所 （現　辻・本郷 税理士法人）入社
1988年　税理士登録
2003年　理事に就任
2016年　副理事長に就任
主に相続・事業承継業務を専門に取り組んでいる。『相続税失敗事例55』
その他著書多数。毎月相続セミナー等の講演を実施している。

辻・本郷 税理士法人
副理事長
税理士

木村　信夫 （きむら　のぶお）

辻・本郷 税理士法人
府中事務所　相続センター長
税理士

私市　圭子  （きさいち　 けいこ）

2013年　辻・本郷 税理士法人 入社
2020年　税理士登録
2021年　府中相続センター　相続センター長に就任
入社以来、主に資産税に関する業務に携わる。相続税申告、相続対策コ
ンサルティング、遺言作成サポート等、幅広い業務に取り組んでいる。

＜セミナー時間 約 40 分＞

【視聴期間】 2021 年 3 月 18 日 （木） 12 時 00 分～ 3 月 31 日 （水） 23 時 59 分

第五回

相続税申告も終わり、忘れたころにふとやってくる税務
調査。いざ調査が入ると、重加算税や延滞税を課される
ケースも数知れず。気になるけれど誰も教えてくれない
税務調査のポイントや実情をお届けします。

【第五回】
詳細・お申し込みはこちらから


