
1.セミナーレジュメデータプレゼント
2.セミナー前後のスタッフの動き・
          コロナ感染症対策 中継で全て見せます

1事務所                円 1事務所                円  110,000 110,000

相続セミナー＆会社見学会相続セミナー＆会社見学会

イワサキ経営グループイワサキ経営グループ

会社見学会会社見学会
金金

セミナー視聴コースセミナー視聴コース

10 23.10 2310 2310 23...

相続専担者を育成したい方
相続専担者を育成したい方

相続手続業務を事業化したい方相続手続業務を事業化したい方
社員の生産性

を高めたい方
社員の生産性

を高めたい方

ビジネスアイデアを学びたい方ビジネスアイデアを学びたい方

お問合せ先
〒410-0022 沼津市大岡 984-1
TEL 055-922-9870   FAX 055-923-9240
株式会社 イワサキ経営  営業企画室

ホームページからも
お申込みいただけます。

   創立50周年に向け事業拡大を加速させるイワサキ経営グループ
相続関連ビジネス３億円越えの相続部門　 　人気セミナー大公開！！
   創立50周年に向け事業拡大を加速させるイワサキ経営グループ
相続関連ビジネス３億円越えの相続部門　 　人気セミナー大公開！！

見学会コース見学会コース

※1事務所2名様まで参加可※1事務所2名様まで参加可

イワサキ経営相続手続部門の大人気セミナーをオンラインで
ご覧いただきます。笑いあり涙あり実体験の話で人気の講師
田島友子が【終活】をテーマにお話しします。一般の参加者が
いるセミナーですので、設営、受付、スタッフの動きなど、実際
のセミナーの雰囲気をご覧いただけます。完全オリジナルの
セミナーレジュメデータもプレゼント！！

1.セミナーレジュメデータ・最新ツールプレゼント
2.沼津の美味しい海鮮ランチ(デリバリー)をしながら
　情報交換
3.様々な挑戦をしている最先端の新社屋を見学
4.スタッフミーティングで相続手続きの疑問を全て解決！

1事務所                  円 1事務所                  円  22,000 22,000

お申込み・詳細は裏面をご覧くださいお申込み・詳細は裏面をご覧ください

(税込)(税込)
参加費参加費

参加費参加費

先着
限定
先着
限定 事務所事務所

先着
限定
先着
限定55 事務所事務所

 超 超

相続セミナーオンライン視聴相続セミナーオンライン視聴

20202020秋秋

午前9:30-午後17:00午前9:30-午後17:00

2018年に完成したイワサキ経営新社屋と相続セミナー会場を
中継で繋ぎ、巧みな話術で人気を誇る田島友子の【終活セミナー】
をご覧いただきます。今回の見学会では、社員第一主義を徹底
した弊社の取り組みのご紹介と、相続関連業務を受注を倍増させる
ノウハウの１つである実際のセミナーをご覧いただく、体験型会社
見学会です。イワサキ経営が成長を続ける秘訣を余すところなく
お伝えします。ランチは沼津の海鮮料理をご堪能いただきます♪

2525

特  典特  典
特  典特  典

(税込)
(昼食代込)
(税込)
(昼食代込)

時  間時  間
時  間時  間 午前9:30-午前11:45午前9:30-午前11:45

新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催いたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催いたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。

見学会コース見学会コース セミナー視聴コースセミナー視聴コース

【相続手続支援センター静岡】 センター長 山田 憲義

相続手続支援センターのイチオシセミナーを
ぜひご覧ください！！
皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

9:30 集合 会場：イワサキ経営社屋9:30 集合 会場：イワサキ経営社屋

相続編相続編



お申込み：以下内容をFAXもしくはメールでお申込みをお願い致します。 【申込期限：10月16日金】お申込み：以下内容をFAXもしくはメールでお申込みをお願い致します。 【申込期限：10月16日金】

メール ：メール ：

相続手続き業務を事業化したいと考えている相続手続き業務を事業化したいと考えている
相続税申告につながる活動を増やしたい相続税申告につながる活動を増やしたい
相続専担者を育成したい相続専担者を育成したい

生産性を向上させるためのヒントが欲しい生産性を向上させるためのヒントが欲しい

セミナーノウハウを学びたいセミナーノウハウを学びたい

こんな事務所はぜひご参加くださいこんな事務所はぜひご参加ください

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策！！

スタッフ・お客様
マスク着用
スタッフ・お客様
マスク着用
セミナー前の
検温
セミナー前の
検温
定期的な
換気
定期的な
換気

距離をあける距離をあける

手の消毒手の消毒

ご理解・ご協力をお願いいたしますご理解・ご協力をお願いいたします

セミナー会場より リポートセミナー会場より リポート

会社見学会2020秋  タイムスケジュール会社見学会2020秋  タイムスケジュール
9:309:30 開始開始

9:45 - 10:009:45 - 10:00
10:00 - 11:3010:00 - 11:30
11:30 - 11:4511:30 - 11:45
12:00 - 13:0012:00 - 13:00
13:00 - 13:1513:00 - 13:15

13:30 - 14:3013:30 - 14:30
14:40 - 15:4014:40 - 15:40
15:50 - 16:5015:50 - 16:50

17:0017:00

相続セミナー相続セミナー
現地リポート終了現地リポート終了
ランチミーティングランチミーティング

セミナー②【年間受注400件！イワサキ流
                     相続手続ノウハウ大公開】山田 憲義
セミナー②【年間受注400件！イワサキ流
                     相続手続ノウハウ大公開】山田 憲義
スタッフとの雑談会①スタッフとの雑談会①
スタッフとの雑談会②スタッフとの雑談会②
終了終了

見学会コース見学会コース

セミナー視聴コースセミナー視聴コース

休憩休憩

休憩休憩

休憩休憩

私がリポートします！

ようこそわが社へ！

お楽しみに！

皆様の安心・安全を守るため徹底いたします皆様の安心・安全を守るため徹底いたします

終活講座終活講座はじめてのはじめての
田島の終活セミナー田島の終活セミナー

「終活をはじめたいけど何から手をつければよいかわからない方」
はもちろん、「常連様」にも聞いていただきたいお話です。
今回も①明るく②楽しく③わかりやすく具体的なお話しをします。
とにかく終活を始めよう、終活を始めたいと思っている方には
おすすめです。一緒に「終活」を楽しみましょう！

「終活をはじめたいけど何から手をつければよいかわからない方」
はもちろん、「常連様」にも聞いていただきたいお話です。
今回も①明るく②楽しく③わかりやすく具体的なお話しをします。
とにかく終活を始めよう、終活を始めたいと思っている方には
おすすめです。一緒に「終活」を楽しみましょう！

こんなに楽しくわかりやすいセミナーは初めて！
父や母にもわかるような言葉でびっくり！！
　　　　と大変好評をいただいているセミナーです

こんなに楽しくわかりやすいセミナーは初めて！
父や母にもわかるような言葉でびっくり！！
　　　　と大変好評をいただいているセミナーです

セミナーでは聞けない現場のホンネや裏話が
　　　　　　　　　　　聞きたい！！
セミナーでは聞けない現場のホンネや裏話が
　　　　　　　　　　　聞きたい！！

セミナー①【イワサキ流経営戦略
～新社屋のコンセプトとフリーアドレスへの挑戦～】 吉川 正明
セミナー①【イワサキ流経営戦略
～新社屋のコンセプトとフリーアドレスへの挑戦～】 吉川 正明

13:15 - 13:3013:15 - 13:30 会社見学会社見学

FAX ： 055-923-9240FAX ： 055-923-9240 こちらからもお申込みできます⇒こちらからもお申込みできます⇒

参加者
ご氏名
参加者
ご氏名

①①

会社名会社名

ご住所ご住所

ご請求先ご請求先 ※お申込み後、請求書を発行致します。
上記住所と異なる場合はご記入下さい
※お申込み後、請求書を発行致します。
上記住所と異なる場合はご記入下さい

TELTEL

E-mailE-mail

部署・役職部署・役職

   参加コース
(どちらかに〇)
   参加コース
(どちらかに〇) 見学会コース　　セミナー視聴コース見学会コース　　セミナー視聴コース

②②

会 会 社 社 のの編 編 続 続 相 相 会 会 学学見 見 徴徴特 特 
年間40回超・受講者数4,000人超えの
人気セミナー講師、田島友子による
相続セミナーをオンライン中継！
受講者の心を掴む話術は一度
聞いたら癖になるハズ!?

年間40回超・受講者数4,000人超えの
人気セミナー講師、田島友子による
相続セミナーをオンライン中継！
受講者の心を掴む話術は一度
聞いたら癖になるハズ!?

２０２０２０２０

相続案件を生み出すノウハウ【セミナー】相続案件を生み出すノウハウ【セミナー】

社員第一主義の最先端事務所社員第一主義の最先端事務所
2018年に完成した、斬新かつ洗練された
新社屋をご案内。クラウド化、リモート化、
フリーアドレスなどの成功事例を
大公開！会計事務所の社員が
働きやすい「組織」と「環境」で
成長する秘訣をお伝えします！

2018年に完成した、斬新かつ洗練された
新社屋をご案内。クラウド化、リモート化、
フリーアドレスなどの成功事例を
大公開！会計事務所の社員が
働きやすい「組織」と「環境」で
成長する秘訣をお伝えします！

！！！！

相続手続部門専担者との交流相続手続部門専担者との交流
実際に相続手続きに携わる相談員・事務
スタッフとの雑談会。相続手続き裏話、
分業体制、現場ならではの悩み
などが聞ける他、相続手続きに
関する疑問もスッキリ解決する
ことができます！

実際に相続手続きに携わる相談員・事務
スタッフとの雑談会。相続手続き裏話、
分業体制、現場ならではの悩み
などが聞ける他、相続手続きに
関する疑問もスッキリ解決する
ことができます！




