
A1－1

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

私の独立開業体験シリーズ 

見田村 元宣 氏　Motonobu  Mitamura
株式会社日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
税理士・宅地建物取引主任者

•独立後、最も大変だったこと
•組織運営の考え方
•会計事務所の原価計算

•出版物を手掛けること
•現在行っている営業
•これから開業する方へのメッセージ

各種メディアにたびたび登場する有名税理士
売上増加のマーケティング、節税コンサルティング、相続、事業承継、
不動産譲渡、組織再編、企業再生等のコンサルティング及びセミナー
を主な業務の中心として活動。また、テレビ埼玉の「埼玉経済情報」に
レギュラーコメンテーターとして出演経験などがある。 主な著書に
『「儲かる！会社」に一瞬で変わる』、『朝９時までの「超」仕事術』（共に
インデックス・コミュニケーションズ）、共著に『守りから攻めへの
譲渡資産税実務Ｑ＆Ａ』（ぎょうせい）。『かわいい決算書』（明日香出
版社）がある。内　容

A2－1

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

私の独立開業体験シリーズ 

安藤 かずえ 氏　Kazue Ando
F&Mパートナーズ税理士法人 東京事務所代表
有限会社バジェットプランニング 代表取締役
株式会社イーグル 取締役
税理士

•開業時の苦労とその解決方法
•開業時の失敗
•顧問料の決め方

•人脈構築のコツ  
•少数組織構成へのこだわり
•税理士業における女性ならではの利点

資産税に特化した新宿の女性税理士
税理士資格取得後、都内税理士事務所にて主に資産税業務を行う。
不動産関連の税務に特化し、個人および法人の財産承継のためのマ
ニュアルを作成。主に東京都下の中小の同族法人を中心に担当する。
その後、財務コンサルティング会社にて主に中小企業の財務コンサ
ルティングを担当。1996 年に安藤かずえ税理士事務所を開業。2003
年に F&Mパートナーズ税理士法人を設立。主な著書に『よくわかる
｢定期借地権｣』（共著）がある。また、各種セミナーでの講演実績多数。

内　容

A3－1

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

私の独立開業体験シリーズ 

渡邊 勝也 氏　Masaya Watanabe
株式会社ソーシャル・アスリート 取締役
税理士・ファイナンシャルプランナー

•これから税理士としてどうしていくのか 
•集客方法で一番効果があった方法 
•開業時の失敗

•仕事と競技の二束の草鞋
•マーケットを創造する発想のモト

•アスリート、アーティスト向けのライフプランニング

アスリートを支援する肉体派税理士
2007年渡邊勝也税理士事務所を開業。その後、連結納税システムの
開発に従事し、連結納税・組織再編成を強みとする従業員15名の税
理士法人プログレスのパートナー税理士として活躍。また、競技者と
して、アメリカンフットボールで中央大学→学生援護会ロックブル
→アサヒシルバースターでプレーした実績を持ち、ベンチプレスで
は 2004 年全日本ベンチプレス大会階級 3 位、2009年ジャパンオー
プンベンチプレス大会階級 5位と輝かしい成績を残している。

内　容

A3－2

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

※受講料には消費税（5％）が含まれます。※教材の発送はありません。入会金￥10,000 免除

※パック内でWeb 通信とDVD 通信講座の組合わせは出来ません。
※各税理士編の受講料は P7をご覧ください。

※受講料には消費税（5％）が含まれます。※DVD教材発送開始日以降のお申込みにつきましては順次発送いたします。入会金￥10,000 免除

私の独立開業体験シリーズ 

五島 秀明 氏　Hideaki Goto
合同会社横浜中央会計社 代表社員
TAC 税理士講座消費税法 講師
税理士

•開業時の苦労とその解決方法
•開業後どれくらいで生活費を稼げるようになったか
•税理士以外の収入をもって開業するメリット

•人材を育てることの喜び、苦労
•税理士業と趣味の相性
•今後の方向性 

ＴＡＣ税理士講座、現役講師
大学卒業後、都市銀行に入行し主に融資業務に携わる。そんな中、中
小企業経営に深く関わりを持つ税理士の存在を知る。税理士の存在
を知れば知るほど、生まれ持った起業家魂に火が付き、税理士試験に
挑戦し見事合格。合格後は、行員時代の経験を活かし、キャッシュ・
フロー改善や税務のコンサルティングを中心とした業務を積極的に
行う傍ら、ＴＡＣ税理士講座で講師を務める。業務上の理念にも、
「後進の指導」を第一に掲げ、若手の指導を積極的に行っている。

内　容

A1－2 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

西内 孝文 氏　Takafumi Nishiuchi
アストラット株式会社 代表取締役社長
株式会社アストラット・アカウンティング 代表取締役
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
ラーニングエッジ株式会社 取締役
税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士・CFP® 

•開業時の苦労とその解決方法 
•開業後どれくらいで生活費を稼げるようになったか
•開業時の失敗

•複数の資格を有するメリット
•人脈の広げ方のコツ
•企業支援の具体例 

内　容

A2－2 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

「開業税理士」として「母」として、仕事と家庭を両立

太田 靖子 氏　Yasuko Ota
NPO SOS 総合相談グループ 相談委員
横浜ベンチャ－ポ－ト アドバイザ－
税理士・行政書士

大学卒業後、全日本空輸株式会社に入社しサービス業に従事する。
1999 年結婚を機に「一生働くには手に職をつけたい！」と一念発起。
税理士を目指し会計業界へ転職。2002 年第一子出産。2005 年税理士
試験合格。2007 年第二子出産。2008 年税理士登録。その後、横浜市神
奈川区にて独立開業。モットーは「悩み、喜びを分かち合い、共に前進
する」「人にやさしく、節税はシビアに」。身近なパートナーを目標に、
NPO・SOS 総合相談グループ相談委員、横浜ベンチャ－ポ－ト・ア
ドバイザ－も勤める。

内　容

A1－3 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

税理士業務に高い付加価値を付ける

櫻井 洋 氏　Hiroshi Sakurai
株式会社ファーイーストコンサルティング 代表取締役
櫻井洋税理士事務所 代表
税理士・CFP®

•開業時に気を付けたこと 
•クライアントとの付き合い方
•出版作業

•ネームバリューを上げる 
•付加価値を生み出す方法
•今後の方向性

2003 年税理士試験合格。同年よりＴＡＣ税理士講座にて法人税法講
師を務める。2005 年 CFP® 試験合格。2006 年株式会社ファーイース
トコンサルティング設立、代表取締役就任。2008 年税理士登録、櫻井
洋税理士事務所開設。また、数社の監査役を務める。著書に「事業計
画・資金調達成功のおきて」（ＴＡＣ出版・2008 年）、「エンジェル税
制活用術～ベンチャー企業の資金集め必殺技」（ＴＡＣ出版・2008年）
等がある。また、その他「税経セミナー」（税務経理協会）などの雑誌寄
稿多数。内　容

A2－3 私の独立開業体験シリーズ 

税理士会との関わり方に造詣が深い税理士

福井 敦 氏　Atsushi Fukui
龍土町税務会計事務所 代表
税理士

•税理士会活動参加の是非 
•医療機関に特化するメリット
•開業時から一等地に事務所を構えた理由

東京都出身。中学校卒業後、単身渡米。カンザス州で一年過ごし、ミネ
ソタ州に移り同州ミネアポリス市トーマスジェファーソン高校卒
業。帰国後、上智大学外国語学部に進学。在学中、体育会ゴルフ部に在
籍していた関係で放送局のゴルフ番組アシスタント、ゴルフ場開発
会社の勤務などを経て、埼玉県の会計事務所へ入所。その後、医療機
関に特化した会計事務所に勤務。2002 年税理士試験合格。2003 年に
税理士登録。税理士会支部において事務局長を務めた経験を持つ。

内　容

A3－3 私の独立開業体験シリーズ 

27歳で開業！資産税・相続税専門の税理士法人

荒巻 善宏 氏　Yoshihiro Aramaki
税理士法人チェスター代表社員
公認会計士・税理士
ファイナンシャルプランナー・証券外務員

2004年に同志社大学商学部を卒業。同年、公認会計士第二次試験に
合格、監査法人トーマツに入所。2007年に株式会社チェスターを設
立し代表取締役に就任。2008年に税理士法人チェスターを設立し代
表社員に就任。

福留 正明 氏　Masaaki Fukutome
税理士法人チェスター代表社員
公認会計士・税理士・行政書士　
登録政治資金監査人・ファイナンシャルプランナー 

2004年に神戸大学経営学部を卒業。同年、公認会計士第二次試験に
合格、監査法人トーマツに入所。2007年に辻・本郷税理士法人へ転
職し、相続税専門部署に勤務。2008年に税理士法人チェスターを設
立し代表社員に就任。

•開業時の苦労とその解決方法 
•開業後どれくらいで生活費を稼げるようになったか
•開業時の失敗

•開業時の苦労とその解決方法 
•開業後どれくらいで生活費を稼げるようになったか
•顧問料の決め方

•女性税理士としての強み
•育児と仕事のバランス 
•働く女性にとっての税理士資格

A1－1 A1－3A1－2

A1－1 A1－3A1－2

A2－1 A2－3A2－2

A2－1 A2－3A2－2

A3－1 A3－3A3－2

A3－1 A3－3A3－2

Aシリーズ　お得なパック内容

■Web通信講座　配信期間・パック受講料

パック内容

コース名

A1パック

A2パック

A3パック

Aフルパック

3回

3回

3回

9回

03 W1

130-H21

130-H23

130-H25

130-H27

2011年12月1日(木）

〜

2012年11月30日(金）
（e受付：2012年11月29日（木））

（e受付：2012年11月29日（木））

2011年12月1日(木）

〜

2013年1月11日(金）

￥7,000

￥7,000

￥7,000

￥18,000

回数 講座No. コース No. クラス No. 申込期間 配信期間 受講料

私の独立開業体験

パック名

Ａ1パック
（全3回）

Ａ2パック
（全3回）

Ａ3パック
（全3回）

Ａフルパック
（全9回）

■DVD通信講座　教材発送開始日・パック受講料

コース名

A1パック

A2パック

A3パック

Aフルパック

3回

3回

3回

9回

03 96

130-H22

130-H24

130-H26

130-H28

2011年12月1日(木）

〜

2012年11月30日(金）

2011年12月1日(木）

￥9,500

￥9,500

￥9,500

￥22,500

回数 講座No. コース No. クラス No. 申込期間 DVD発送開始日 受講料

私の独立開業体験

〈Aシリーズ〉

〈Aシリーズ〉

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

講座No.

03

コース No.

130-H11

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H12

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H05

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H06

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H03

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H04

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H09

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H10

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H01

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H02

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H07

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H08

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H13

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H14

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-H15

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H16

クラス No.

96

私の独立開業体験シリーズ【Ａシリーズ】3 受講回数： 全１回（約60分）
メディア ： Web通信講座／DVD通信講座

・なぜ、独立したのか？
・開業時の苦労と解決方法
・開業時の失敗

・Webマーケティング手法
・開業準備について
・富裕層のリサーチ

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

講座No.

03

コース No.

130-H17

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-H18

クラス No.

96

内　容

2001 年西内孝文社労士・FP 事務所、西内孝文税理士事務所を、2002 年
西内孝文中小企業診断士事務所を開設。アストラット株式会社を設立
し、日本のベンチャー企業を支援するため、バックオフィス支援を開始
する。2005 年西内孝文行政書士事務所を開設。株式会社アストラット・
アカウンティングを設立（完全子会社）。2006年北京西内管理諮詢有限
公司を設立。2007年ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社設立。著
書として『小さな会社の継がせ方』（共著、日本実業出版）がある。

豊富な資格と知識でワンストップ対応「起業支援のデパート」

【申込期限】2012年11月30日（金）（e受付　2012年11月29日（木））
【Web通信 配信期限】2013年1月11日（金）　【DVD通信 発送日】順次発送

インターネットからの
お申込みもできます！

私の独立開業体験シリーズ3

ＴＡＣプロフェッションネットワークには、「税理士試験に合格したものの開業の決断ができない」、
「いったいどうやってお客様を増やすのか？」など開業に関するご相談が多く寄せられます。
そのような悩みを多くの方がお持ちであるならば、実際に独立開業を経験し、各方面で活躍している
先輩税理士にお話しを伺ってみるのがよいのではないかということで、様々な開業税理士の方に、開
業準備から開業後数年間の軌跡を振り返っていただきました。

本シリーズは、皆さんが開業に対して抱く質問・疑問を中心に、司会者が税理士にお話しを伺う対談
形式で進行いたします。

各税理士の開業時の苦労話やそれを乗り越えた方法、特化した分野のお話から、これから開業を目
指す皆さんへのアドバイスまで、貴重なお話が満載です。

是非、独立開業のヒントにしてください！

講座の特色 講　　　師

開業税理士18組 
※各講師のプロフィールはP8～P11をご覧ください。
講座内で紹介されている肩書は、収録時のもののため、現在と異なる場合が
ございます。予めご了承ください。

独立開業で
お悩みでは
  ありませんか？

※教材などの発送はありません。※受講料には消費税（5%）が含まれます。入会金¥10,000免除

■Web通信講座　受講料
■申込期限　2012年11月30日（金） （e受付  2012年11月29日（木））

コース名

私の独立開業体験　（全1回）

受講料

¥3,000

※受講料には教材費・消費税（5%）が含まれます。入会金¥10,000免除
※配信期間：2011年12月1日（木）~2013年1月11日（金） ※DVD教材は順次発送いたします。

■DVD通信講座　受講料
コース名

私の独立開業体験　（全1回）

受講料

¥3,500

●将来、税理士独立開業を
　お考えの方
●独立開業して間もない方

●現在、税理士受験生だが、将来、開業を考えている方
●社員（補助）税理士だが、開業しようか悩んでいる 方

受講回数 全１回（各税理士編 約60分）

メディア DVD通信講座Web通信講座

こんな方 
にも 

 おすすめ！
対   象   者

B1－1 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

児玉 尚彦 氏　Takahiko Kodama
株式会社経理がよくなる 代表取締役
児玉税務会計事務所 代表
税理士

•開業時の苦労と解決方法
•開業時の失敗 
•経理合理化プロジェクト® をはじめたきっかけは？

•書籍出版、執筆作業について
•現在おこなっているマーケティング手法

中小企業を経理作業から解放することが目標
外資系保険会社の情報システム部門に勤務した後、監査法人にて経理業務
のコンサルティングなどを担当。その後、税理士事務所に勤務しながら税
理士資格を取得。1995 年児玉税務会計事務所、1999 年｢株式会社経理がよ
くなる｣を設立｡お客様の経理業務の改善で数々の成果実績をあげる。
2002 年『経理合理化プロジェクト®』を発足し、全国の企業に対して経理業
務の合理化を提案。また、会計システム・ＥＲＰシステムの導入コンサル
ティングの実績が豊富である。内　容

B2－1 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

中島 祥貴 氏　Yoshitaka Nakashima
ブレインパートナーズ株式会社 代表取締役
株式会社アールジィーエス 代表取締役、株式会社シェイム 監査役
中島税理士・行政書士事務所 代表
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
政治資金監査人・公益法人コンサルタント

•開業時の苦労と解決方法
•開業後どれくらいで生活費を稼げるようになったか
•Webマーケティング手法

•公益法人へのアプローチについて  

•事務所立地へのこだわり

Webマーケティングで顧客を獲得
会計事務所勤務を経て 30 歳で独立開業。翌年、六本木に事務所移転。現在
は、クライアントを法人に絞り税理士業務を行う傍ら、公益法人コンサル
タントとして日本全国を対象に公益法人制度のコンサルを行っている。ま
た、税理士業務と並行して日本全国での講演やセミナーにも力を注いでい
る。ＮＨＫ「日本のこれから～税金～」や日本テレビ「ズームインＳＵＰＥ
Ｒ」など、メディア出演経験が多数ある。理念は、「日本を成長させる！日本
を成長させるために、日本の経営者、起業家を支援していく」こと。内　容

B3－1 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

前川 研吾 氏　Kengo Maekawa
汐留パートナーズグループ グループ CEO
汐留パートナーズ株式会社 代表取締役社長
汐留パートナーズ会計事務所 所長、汐留行政書士事務所 所長
公認会計士・税理士・行政書士

•なぜ、独立したのか？
•開業時の苦労と解決方法
•開業時の失敗

•ワンストップコンサルティングの業務内容
•開業準備について
•事務所立地へのこだわり

ネットワークを活かし、ワンストップ対応
2003 年大学卒業。同年、公認会計士二次試験に合格、新日本監査法人
（現在の新日本有限責任監査法人）に入所。2007 年汐留パートナーズ
会計事務所設立、2008 年汐留パートナーズ株式会社設立、2009 年汐
留行政書士事務所設立。同年、汐留パートナーズ法律事務所、汐留社会
保険労務士事務所を加えた汐留パートナーズグループ CEO に就任。
汐留パートナーズ会計事務所においては主に中小企業向けの会計税
務業務を行っており、汐留パートナーズ株式会社においては主に上場
会社等の大企業向けの会計コンサルティング業務を行っている。内　容

B1－2 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

40代からの独立開業。元銀行マン、現大学准教授

宮地 昌之 氏　Masayuki Miyachi
産業能率大学経営学部 准教授
宮地会計事務所 所長
税理士・経営士

•開業時の苦労と解決方法 
•開業時の失敗
•開業当初に行った営業方法

•失敗した営業方法
•産業能率大学で教鞭を振るようになった経緯 
•これから開業する人へ

大学卒業後、株式会社東海銀行（現三菱東京UFJ 銀行）に入行。在職中の
約半分の期間を資金為替の業務に従事する。そんな中、銀行業務に活か
そうと税理士試験にチャレンジし、銀行在職中の 2002 年税理士資格を
取得。2003 年宮地会計事務所を開業。さらに 2005 年経営士に登録。そ
の一方、2006 年より産業能率大学経営学部准教授に就任し、21世紀の
日本経済を支えていく若手の育成にも力を入れている。また、ビジネス
教育出版社および FP 研究所にて FP 継続セミナー講師も務める。FM戸
塚の「教えて税理士さん」に準レギュラーで出演。 著書・寄稿文多数。

内　容

B2－2 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

飲食店・美容院に業種を特化、店舗経営をサポート

駒木根 大輔 氏　Daisuke Komakine
税理士 駒木根事務所 代表
税理士・マーケティングプランナー

大学卒業後、監査法人系会計事務所に勤務し、個人事業から上場企業
まで幅広いクライアントを担当。2003 年税理士資格取得後、2004 年
に日本マーケティングマネジメント研究機構に所属し、中小企業・
個人商店の増販増客を研究する。2004年税理士駒木根事務所を開設。
キャッシュフロー分析とタックスプランを中心とした月次報告によ
りクライアントの問題解決に全力を注ぐ。2010 年からは飲食店・美
容院に業種特化し、顧客データを活用した増販増客プランを提案。ク
ライアントの売上拡大に取り組んでいる。

内　容

B1－3 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

公益法人・NPO法人に強い、女性税理士

浦田　泉 氏　Izumi Urata
いずみ会計事務所 所長
税理士・内部監査士
公益法人アカウンタント会員

•なぜ、独立したのか？
•開業時の失敗
•e- 税務会計メール顧問サービスとは

•公益法人、NPO法人へのアプローチについて
•女性が税理士業を行うメリット
•これから開業する人へ

大学卒業後、住友海上火災保険（株）（現 : 三井住友海上火災保険（株））
勤務の後、税理士事務所及び内部監査コンサルティング会社勤務を経
て、いずみ会計事務所を開業。 公益法人や NPO 法人関係の税務会計及
び内部統制制度の指導、上場会社及び公開準備会社等における内部監
査の実施等に従事。また、税法講師、税制関係講演なども行う。e- 税務会
計（メール顧問サービス）という新しい顧問サービス方法の実践や顧問
先を事務所ブログで順次取材して紹介していくという、ユニークな広
報活動などについて各方面より取材や記事で取り上げられている。

内　容

B2－3 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

東京都渋谷区恵比寿で地域特化して事業展開

上田 智雄 氏　Tomoo Ueda
上田智雄税理士事務所 代表
いっしょに株式会社 代表取締役
税理士

•事務所立地へのこだわり
•起業家をメインターゲットにする理由
•人脈構築方法

勉強嫌いだったため、大学卒業後は清掃作業員として草むしりと床掃
除の日々。そのひたむきさが認められ営業部門へ引き上げられる。上
司から読むようにと薦められた本『経理マンの逆襲』を読み、会社を影
から支える経理の存在に興味を持ち、25 歳から税理士を目指し勉強
開始。29 歳で会計事務所に転職。5 年の実務経験を積み渋谷区恵比寿
にて上田智雄税理士事務所を開業。また、同時に顧問先と共に成長す
るコンサルティング会社、いっしょに株式会社を設立。現在、恵比寿か
ら 30 分以内の地域にあるオーナー事業会社を専門に事業展開中｡

内　容

•なぜ、独立したのか？ 
•開業時の失敗
•開業時の成功

•なぜ、独立したのか？
•開業時の苦労と解決方法
•開業時の失敗

•飲食店・美容院への業種特化について
•増販増客マーケティング 
•これから開業する人へ

B1－1 B1－3B1－2

B1－1 B1－3B1－2

B2－1 B2－3B2－2

B2－1 B2－3B2－2

B3－1 B3－3B3－2

B3－1 B3－3B3－2

■Web通信講座　配信期間・パック受講料

コース名

B1パック

B2パック

B3パック

Bフルパック

3回

3回

3回

9回

03 W1

130-J21

130-J23

130-J25

130-J27

2011年12月1日(木）

〜

2012年11月30日(金）

2011年12月1日（木）

〜

2013年1月11日（金）

￥7,000

￥7,000

￥7,000

￥18,000

回数 講座No. コース No. クラス No. 申込期間 配信期間 受講料

私の独立開業体験

■DVD通信講座　教材発送開始日・パック受講料

コース名

B1パック

B2パック

B3パック

Bフルパック

3回

3回

3回

9回

03 96

130-J22

130-J24

130-J26

130-J28

2011年12月1日(木）

〜

2012年11月30日(金）
2011年12月1日（木）

￥9,500

￥9,500

￥9,500

￥22,500

回数 講座No. コース No. クラス No. 申込期間 DVD発送開始日 受講料

私の独立開業体験

講座No.

03

コース No.

130-J01

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J02

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J07

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J08

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J03

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J04

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J09

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J10

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J05

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J06

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J11

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J12

クラス No.

96

講座 No.

03

コース No.

130-J13

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J14

クラス No.

96

Bシリーズ　お得なパック内容
パック内容パック名

Ｂ1パック
（全3回）

Ｂ2パック
（全3回）

Ｂ3パック
（全3回）

Ｂフルパック
（全9回）

B3－3 私の独立開業体験シリーズ 

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

不動産分野で強みを活かした経営コンサルティング

中島 丈晴 氏　Takeharu Nakajima
虎ノ門有限責任事業組合（虎ノ門 LLP）統括執行役
株式会社虎ノ門会計 代表取締役社長
税理士法人虎ノ門会計 代表社員
公認会計士・税理士・不動産鑑定士補

•開業時の苦労とその解決方法
•開業時の失敗
•顧問料の決め方

•不動産へのアプローチについて
•あらゆる分野の専門家集団によるワンストップ対応
•事務所立地へのこだわり

大学在学中に不動産鑑定士 2次試験に合格。卒業後、不動産会社、不動
産鑑定会社勤務を経て、2002 年公認会計士 2次試験合格。同年、新日本
監査法人に入社。2006 年株式会社虎ノ門会計を設立、2008 年税理士法
人虎ノ門会計設立、2009 年虎ノ門有限責任事業組合（虎ノ門 LLP）を設
立、グループ名称を虎ノ門 LLP に統一し現在に至る。虎ノ門 LLP 各社で
は、会計・税務をはじめとして、税務申告・顧問、会計監査、法務・労務、
不動産鑑定など、あらゆる専門家サービスを提供できる体制を整えて
いる。自身は、特に不動産分野の強みを活かし手腕を発揮している。内　容

講座No.

03

コース No.

130-J17

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J18

クラス No.

96

B3－2 私の独立開業体験シリーズ 

堀井 淳史 氏 　Atsushi Horii
堀井公認会計士事務所 所長
株式会社アダムズ 代表取締役
みさき監査法人 代表社員
公認会計士・税理士・行政書士

•開業時の苦労と解決方法
•開業時の失敗
•顧問料の決め方

•開業準備について
•人脈の輪の広げ方
•初めての「人材」雇用

内　容

■Ｗeb通信講座　コースNo. ■DVD通信講座　コースNo.

同年代の起業家がメインターゲット
2003 年公認会計士 2次試験合格後、あずさ監査法人に入社し、上場
企業の監査業務、IPO支援業務、M&A支援業務、再生支援業務、メガ
バンクに対してマネーロンダリング防止のための内部統制構築支援
業務などコンサルティング業務に従事。2008 年あずさ監査法人を退
社後、堀井公認会計士事務所を開設し、若手起業家向けに税務業務を
提供している。また、公益法人の専門家として活躍し、代表取締役を
務める株式会社アダムズでは、特例民法法人に対して公益法人への
移行認定、一般法人への移行認可の支援業務を提供している。

講座No.

03

コース No.

130-J15

クラス No.

W1

講座 No.

03

コース No.

130-J16

クラス No.

96

※受講料には消費税（5％）が含まれます。※教材の発送はありません。入会金￥10,000 免除

※受講料には消費税（5％）が含まれます。※DVD教材発送開始日以降のお申込みにつきましては順次発送いたします。入会金￥10,000 免除

※パック内でWeb 通信とDVD 通信講座の組合わせは出来ません。
※各税理士編回の受講料は P7をご覧ください。

（e受付：2012年11月29日（木））

（e受付：2012年11月29日（木））

〈Bシリーズ〉

〈Bシリーズ〉

私の独立開業体験シリーズ【Ｂシリーズ】3 受講回数： 全１回（約60分）
メディア ： Web通信講座／DVD通信講座

【申込期限】2012年11月30日（金）（e受付　2012年11月29日（木））
【Web通信 配信期限】2013年1月11日（金）　【DVD通信 発送日】順次発送

インターネットからの
お申込みもできます！


