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IBFDについて

1938年に設立されたIBFD（International Bureau of Fiscal
Documentation）は、国境を越えた課税に関する世界的な権威であり、国際税
務研究の中心である現在の姿に着実に成長しています。
IBFDは、高品質の独立した税務知識と研究において、世界中の税務専門家が信
頼する卓越した独立した（非営利の）財団です。
40カ国、200人の従業員
3大陸に４カ所のオフィス
全世界で700人以上の専属の執筆者と特派員
80年以上の経験
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About IBFD

Established in 1938, the International Bureau of Fiscal Documentation
(IBFD), has steadily grown into what it is today: the world’s foremost
authority on cross-border taxation, the home of international taxation.
IBFD is the pre-eminent, independent (non-profit) foundation that tax
practitioners from all over the world rely on for high-quality independent
tax knowledge and research.
200 employees from 40 countries
4 offices on 3 continents
700+ dedicated authors and correspondents worldwide
Over 80 years of experience
Over 80 years of experience
About | IBFD
Ver. December 20, 2021

ミッション
IBFDは、国際税務に関する高品質な情報と教育を提供するユニークな専
門センターです。IBFDの強力なリサーチプラットフォームにより、世界
中の税務専門家がこの貴重なコンテンツにアクセスし、より迅速かつ効果
的に業務を遂行することができます。IBFDは、最高レベルの国際税務の
理解を促進し、普及させることを最終目的とした、傑出した独立、非営利
の財団です。
About | IBFD
クライアント
私たちは、豊富な知識を持つスタッフと税務専門家の国際的なネット
ワークにより、政府、税務専門家、企業クライアントに対し、それぞれ
の要求に応じた質の高い独立した税務知識、研修、調査サービスを提供
しています。

https://www.ibfd.org/about#ourclients
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Our Mission
IBFD is a unique centre of expertise offering high-quality information and
education on International Tax. IBFD’s powerful research platform allows
tax practitioners around the world to access this valuable content, on
which they can rely to do their work faster and more effectively. IBFD is
the pre-eminent independent (non-profit) foundation with the ultimate goal
to promote and disseminate the understanding of cross-border taxation at
the highest level.
About | IBFD

Our Clients
Our knowledgeable staff and international network of tax
professionals allow us to provide governments, tax advisers and
corporate clients with high-quality independent tax knowledge,
training and research services, tailored to their requirements.
https://www.ibfd.org/about#ourclients
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クライアントについて

政府、フォーチュン500社、国際機関、コンサルタント会社から、国際裁
判所、裁判官、税務顧問、学者、その他の個人に至るまで、幅広い顧客
と仕事をしています。私たちのテーラーメイドの調査サービスは、クラ
イアントの税務上のニーズに対する最適な解決策を見つけるお手伝いを
します。
政府機関
世界各国の政府や税務当局に対して、機密保持を徹底した上で公平なコン
サルティングとサポートを提供し、税制改革における技術的な支援を行っ
ています。税務問題に対する深い理解と、クライアントの文化的背景に関
する知識により、クライアントの目標達成を支援します。
法人クライアント
私たちは、いくつかの主要な多国籍企業に税務情報と知識を提供していま
す。フォーチュン500の企業から小規模な国際的コンサルタント会社まで、
IBFDのクライアントは、独自の製品とテーラーメードの情報サービスに
よって提供される国際税務の完全なカバレッジを活用しています。
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ABOUT
Our Clients

We work with a wide range of clients – from governments, Fortune 500
companies, international organizations and consultancies to international
courts, judges, tax advisers, academics and other individuals. Our tailormade research services will help you find the best solutions to your taxation
needs.
Governments
We provide confidential impartial consultancy and support to governments
and tax administrations around the world, supplying technical assistance
in tax reform. Our deep understanding of tax issues and knowledge of our
clients’ cultural contexts helps them achieve their goals.
Corporate Clients
We provide tax information and knowledge to several leading multinational
organizations. From Fortune 500 companies to small international
consultancy firms, our clients benefit from the complete coverage of
international taxation supplied by our unique products and tailor-made
information services.
Our Clients | IBFD
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税務専門家
税務専門家向けの情報サービスは、幅広い税務分野をカバーし、変化の
激しい業界で活躍できるよう支援します。国境を越えた税務に関する知
識と経験により、クライアントの税務関連情報のニーズに応える理想的
なパートナーです。
アカデミック
私たちは、国際課税の分野における優れた研究を育成し、最も深く、最新の研
究を税務コミュニティに提供しています。世界中の一流大学、科学研究機関、
国際機関のパートナーとともに、共同研究プロジェクト、出版物、講演会、会
議、ワークショップを展開しています。
裁判所・裁判官
租税条約や租税法の適用に関する国内外での研究、知識、指導を育んでいます。
租税条約や租税法の適用に関する国内外での調査・研究・知識・指導を行い、
租税条約や租税法に関連する裁判に直面する司法を支援するとともに、急速に
発展する国際租税法の中で必要な情報を提供しています。
個人
IBFDの税務専門家とリソースは、個人所得税に関する権威ある最新情報を提供し、
特に富裕層や資産形成に役立つ情報を提供します。
Our Clients | IBFD
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Tax Advisers
Our information services to tax advisers cover a wide range of tax
disciplines, helping them excel in an industry of rapid change. Our
knowledge and experience of cross-border taxation make us the ideal
service partner for your tax-related information needs.

Academics
We foster outstanding research in the field of international taxation and provide
our tax community with the most in-depth and updated research. With our
partners in prestigious universities, scientific institutions and international
organizations all over the world, we develop collaborative research projects,
publications, lectures, conferences and workshops.
Courts & Judges
We nurture domestic and international studies, knowledge and guidance in the
application of tax treaties and law. Our work supports judiciaries in the face of
tax-related law cases and provides essential information in the rapidly evolving
context of international tax law.
Individuals
Our tax experts and resources provide you with authoritative, up-to-date
information on individual income taxation, and are especially helpful for high-networth individuals and for wealth planning.
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IBFDタックスリサーチプラットフォーム
日常の税務課題に対応するために必要なすべてが、あなたの手元に。
独自のオンラインポータルは、世界の税務情報を最も包括的かつ最新にカ
バーしています。
統合されたニュース、関連文書へのクロスリンク、日常業務をサポートす
る便利なツールなど、コレクションを横断するシームレスな体験を、いつ
でも、どこでもお楽しみください。使いやすく、直感的で、あらゆる電子
機器に対応する、税務プロフェッショナルのための必携のツールです。

Tax Research Platform | IBFD
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The IBFD Tax Research Platform
Everything you need to address your daily tax challenges at your fingertips.
Our unique online portal provides the most comprehensive and up-to-date
coverage of worldwide tax information.
Enjoy a seamless experience across collections, complete with integrated
news coverage, cross-links to relevant documentation and helpful tools to
support you in your daily work. Whenever, wherever.
Easy to use, intuitive and fit for all electronic devices, it is a must-have for
any tax professional

Tax Research Platform | IBFD
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タックスリサーチプラットフォーム
クロスボーダー税制の最高峰の情報源を活用しましょう。

IBFDは、税務調査に関するあらゆるニーズに応えるワンストップ・ソー
スです。IBFDのタックスリサーチプラットホームは、世界中の税務情報
を最も包括的かつ最新の状態で提供し、使いやすいツールや表を用いて、
実践的なガイダンスや迅速な回答が得られるように構成されています。
コンテンツの完全統合、優れた検索インターフェース、最新のアクショ
ン機能により、いつでも、どこでも、あらゆるデバイスで、シームレス
なオンライン体験を保証します。
IBFD タックスリサーチプラットホームは、税務専門家のための統合され
たコンテンツソリューションを提供し、その利点を最大限に活用します。

Tax Research Platform | IBFD
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Tax Research Platform
Tap into the premier source of cross-border tax information.
IBFD is the one-stop, go-to source for all your tax research needs. Our Tax
Research Platform offers the most comprehensive and up-to-date
coverage of worldwide tax information, presented in conveniently
arranged collections and with easy-to-use tools and tables for practical
guidance and quick answers. Full content integration, a superior search
interface and state-of-the-art action functionality guarantees a seamless
online experience. Anywhere, anytime and across all devices.
Subscribe to any of our integrated Content Solutions for tax
professionals and reap the full benefits of the IBFD Tax Research
Platform.

Tax Research Platform | IBFD
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製品およびサービス
トレーニング
IBFDでは、様々なプロフェッショナルトレーニングをご用意しています。
IBFDのトレーニングプログラムは、信頼できる専門知識を活用し、あな
たのプロフェッショナルな成長を後押しする価値ある学習体験を提供し
ます。各分野の第一人者からトレーニングを受け、実践的でスキルベー
スのアプローチで学ぶことができます。租税条約やタックス・ストラク
チャリング、移転価格税制、間接税など、専門的なトピックを網羅した
トレーニングオプションをご用意しています。
私たちのトレーニングの数々をご覧いただき、ワールドクラスの学習パ
ワーを手に入れてください。

IBFD International Tax Training Brochure.pdf
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PRODUCTS & SERVICES
Training

Turn to IBFD for a diverse range of professional training options.
Our training programmes leverage our trusted expertise to provide
you with valuable learning experiences that will propel your
professional development. You’ll receive training from leading
experts in their fields and will learn through a practical, skills-based
approach. Our training options span the spectrum of specialized
topics, from tax treaties and tax structuring to transfer pricing and
indirect taxation. Discover our range of training and tap into the
power of world-class learning.

IBFD International Tax Training Brochure.pdf
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ウェビナー
IBFDのウェビナーは、クロスボーダー税制に関連するあらゆるトピッ
クの専門家によるもので、クライアントのビジネスニーズに応えるべ
く、最新の情報を提供するお手伝いをします。数週間に一度、ライブ
で放送されるこのセミナーでは、重要な進展や話題のトピックを取り
上げ、最新のニュースと実践的なアドバイスを組み合わせることによ
り、国際課税の世界における絶え間ない変化に後れを取らないよう支
援します。

IBFD Online Tax Training
Ver. December 20, 2021

Webinars
IBFD webinars, presented by experts in all topics related to cross-border
taxation, assist you in your quest to stay current in your business needs.
They are broadcast live every few weeks and cover key developments and
hot topics, combining recent news and practical advice to help you stay
abreast of the constant changes in the world of international taxation.

IBFD Online Tax Training
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オンライントレーニングおよび認定資格
IBFD認定資格
IBFDの認定資格プログラムは、国際税務に関する最高品質の教育を提
供する独立した財団から、税務プロフェッショナルとして資格を取得
する機会を提供します。IBFDの認定資格プログラムは、実務上のニー
ズに合わせて作られており、自信をもって自分の役割を果たすために
必要な知識とスキルを身につけることができます。

Training | IBFD
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Online Training and Certification
IBFD Certification
Our IBFD Certification programmes give you as a tax professional the
opportunity to gain a qualification from a leading independent foundation
dedicated to offering the highest-quality education in international tax.
Tailored to your needs in practice, our certification programmes equip
you with the knowledge and skills you need to fulfil your role with
confidence.

Training | IBFD
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移転価格に関する新しい認定資格

IBFD Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP-I) は、移転価
格の問題を管理し、競争力を維持し、最終的にこの分野の専門家として世
界的に認められることを望む税務専門家のためのユニークな資格です。
この中級レベルのコースは、以下の分野における移転価格の問題を管理す
る税務専門家として認められるようになることを支援します。
• 移転価格とグループ内資金調達
• 移転価格とグループ内役務提供
• ベンチマーキングとバリュエーション
• 移転価格と無形資産
魅力的なビデオコンテンツ、ケーススタディに基づく課題、そして当社の
税務専門家とのつながりを通じて、実践的かつインタラクティブな経験を
積むことができます。
IBFD launches new Transfer Pricing Certificate | IBFD
Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing - I | IBFD
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IBFD launches new Transfer Pricing Certificate
The IBFD Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP-I) is a
unique qualification for tax professionals who wish to be able to manage
transfer pricing issues, retain their competitive edge and ultimately be
recognized globally as professional experts in this field.
This intermediate-level course helps you to become a recognized tax expert in
managing Transfer Pricing issues in the fields of:
•Transfer Pricing and Intra-Group Financing
•Transfer Pricing and Intra-Group Services,
•Benchmarking and Valuation
•Transfer Pricing and Intangibles
Gain a practical and interactive experience with the help of our engaging video
content, case study-based assignments and from the ability to connect with
our tax professionals.
IBFD launches new Transfer Pricing Certificate | IBFD
Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing - I | IBFD
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オンライン国際税務研修
オンライン国際税務研修は、国際的な税務専門家の理論と実務経験に基
づき、慎重に作成されています。これらのコースは、国境を越えた課税
に関する知識を広げ、世界中の税務専門家に柔軟で高品質、かつ結果を
重視したトレーニングを提供することを目的としています。
IBFDオンライン国際税務研修を選ぶ理由
• 柔軟性がある 知識を広げるために全コースを選択することも、素早
く実践的な答えを得るために特定のトピックに関する特定のレッスン
を選択することも可能です。
• 手頃な価格
組織、部署、個人を問わずトレーニングができ、旅費
や書籍代を節約することができます。
• 充実した内容 世界中のトップクラスの税務専門家が開発した幅広い
内容を楽しむことができます。

Find a course
Ver. December 20, 2021

Online Tax Courses

International Online Tax Courses are carefully crafted on the basis of the
theoretical and practical experience of international tax experts. These courses are
designed to help broaden knowledge on issues involving cross-border taxation and
provide a flexible, high-quality and results-oriented training to tax professionals
anywhere in the world.
Why choose an IBFD International Online Tax Course?
•It's flexible – You can choose full courses to broaden your knowledge or
select particular lessons on specific topics to get quick and practical
answers.
•It's affordable – Train your organization, departments or individuals and
save time and money on travel and books.
•It's thorough – Enjoy the broad spectrum of content developed by top tax
experts from around the world.
Find a course
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IBFDオンライン国際税務研修の特徴
オーディオビジュアルレッスン - 自分のペースで
自習課題-コンセプトをさらに掘り下げる
ケーススタディ：学習したコンセプトを実際のシナリオに適用します。
参考文献 - IBFDのジャーナル記事やその他の専門的な文献にアクセスすることがで
きます。
小テスト - その場で評価できるフィードバック付き
ビデオインタビュー - この分野の専門家とのディスカッションにアクセスできます。
オンライン国際税務研修で扱う分野
租税条約
租税条約の基礎
居住者
恒久的施設（Permanent Establishments)
雇用関連所得
事業利益
法人税制
国際タックス・プランニング
移転価格税制
移転価格税制の基礎
間接税
付加価値税の基礎
https://onlinetaxtraining.ibfd.org/courses
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Features of IBFD's International Online Tax Courses:
•Audio-visual lessons – at your own pace
•Self-study assignments – explore concepts further
•Case studies – apply the concepts learned to real-life scenarios
•Further readings – access to IBFD’s journal articles and other professional
literature
•Quizzes – with on-the-spot evaluative feedback
•Video interviews – access discussions with experts in the field.
Subject areas covered in International Online Tax Courses
• Tax Treaties
• Fundamentals of Tax Treaties
• Residence
• Permanent Establishments
• Employment and Related Income
• Business Profits
• Corporate Taxation
• International Tax Planning
• Transfer Pricing
• Fundamentals of Transfer Pricing
• Indirect Taxation
• Fundamentals of Value Added Tax
https://onlinetaxtraining.ibfd.org/courses
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グローバルタックスエクスプローラープラス

1つのソースで、必要な深度のリサーチを行うことができます。
グローバルタックスエクスプローラーは、世界で最も広範かつ正確な
租税条約に関する情報源と、定期的に更新される3段階の詳細度国別
情報をリンクしています。ビジネス上の意思決定を迅速かつ効率的に
サポートするために必要な情報がすべて含まれています。
グローバル移転価格エクスプローラ ー
グローバル移転価格エクスプローラーは、移転価格に関する最も包括
的な情報源です。原資料から、現地の専門家による各国制度の説明、
使いやすい表、関連する判例に至るまで、このコレクションは、移転
価格に関するあらゆる問題に対応できる優れた情報源となっています。
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Global Tax Explorer Plus

Do your research within a single source at the level of depth you
need. Global Tax Explorer Plus links the world’s most extensive
and accurate source of tax treaties with regularly updated
country information in three different levels of depth. It contains
all the information you need to support your business decisions,
quickly and efficiently.
Global Transfer Pricing Explorer

Global Transfer Pricing Explorer is the most comprehensive
source of information on transfer pricing. From source
documents to country regime descriptions written by local
experts, easy-to-use tables and relevant case law, this collection,
is an excellent source to address all your transfer pricing issues.
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執筆者・寄稿者のネットワークに参加する
税務に情熱を持ち、世界中の税務専門家と専門知識を共有したいとお考え
の方は、国際税務貢献者のコミュニティへのご参加をお待ちしております。
国境を越えた課税のあらゆる分野における最新情報を読者にお届けするた
めには、献身的な執筆者と寄稿者のグローバルネットワークが不可欠です。
私たちは、世界中の税務専門家、学者、民間実務家、税務アドバイザー、
国際機関や政府機関の職員と協力しています。

Authors & Contributors | IBFD
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JOIN OUR NETWORK
Authors & Contributors
If you are passionate about tax and want to share your expertise with tax
professionals worldwide, we welcome you to join our community of
international tax contributors.

Our global network of dedicated authors and contributors is vital to
ensure our readers have the latest information in all areas of cross-border
taxation. We work with tax lawyers, academics, private practitioners, tax
advisors and officials in international and governmental organizations
from all over the world.

Authors & Contributors | IBFD
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IBFDオフィス住所および連絡先

Contact us | IBFD
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IBFD製品、サービスに関する連絡先
IBFDの製品、サービスに関するご質問は、下記までご連絡ください。
Emily Lim
Head of Sales Asia Pacific, IBFD
Emilylim@ibfd.org
Tel +31651536806 Mobile +6594230100
Kenji Ito (伊東賢治)
IBFD Consultant – Japan
kenji.ito@itocpa.jp
Tel 03-6453-8780 Mobile 080-5410-6616
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