各分野の専門家が集結し、
スピーディーにトータルサポート

ワンストップで問題解決

第1弾

第2弾

事 業 承継

相 続

7月25日（火）18:30 〜 20:30
（受付開始18：15 〜）

会場

7月26日（水）14:00 〜 16:00
（受付開始13：45 〜）

東京ウィメンズプラザ第一会議室 A

会場

東京ウィメンズプラザ視聴覚室 C

対 象となる方

対 象となる方

事業承継をお考えの経営者・後継者

相続対策に関心をお持ちの方

経営とは、タスキを繋ぐ駅伝競走

備えて安心あなたの相続
1 相続についてこれだけは知っておきたい10 のこと

1 事業を承継する時の心構えと実務
中小企業診断士

弁護士

石川 アサ子

渡邊 寛

事業承継とは、単に「社長」というポストの交代ではありません。存続する

相続は誰もが必ず直面する法律問題ですが、なんとなく知っているつもりで

企業活動やステークホルダーとの信頼関係を、スピードを緩めず維持し、上

も、大事なことが抜けていたりします。相続で何が起こるのか、何に気をつ

手に経営のタスキを繋いでいくことが大切です。

けなければいけないのか、相続について最低限知っておきたいポイントをお

重要なタスキを受け継ぐポイントを分かり易く解説致します。

話します。

2 事業承継の際に知っておきたい知的財産の基礎知識
弁理士

2 対策次第でこんなに変わる相続税
税理士

田辺 恵

神田 博則

次世代が安心して事業を行うためには、相続・事業承継前に知的財産環境

平成 27 年の相続税法改正により相続税の課税対象となる方が 1.8 倍に増

を整えること、事業と知的財産の承継先を一致させることが重要です。

ました。今や相続税はお金持ちだけの話しではありません。都内に一軒家を

技術の特許、ブランドの商標などを例に知的財産特有の留意事項をお伝え

持つ方は課税の心配をしなければならない時代です。

します。

今回は税負担を減らすための事前対策を分かりやすくご説明します。

3 これだけわかれば全て解決！わかりやすい相続事業承継の勘どころ
保険

清光 勝則

3 健康状態・年齢を気にせず使える相続保険
ファイナンシャル・プランナー

奥久 惠美子

相続事業承継のこと、誰に相談するばいいですか？

遺産分割でもめると、たとえ相続税がゼロでも、家族が不仲になったりしま

まずは、相続事業承継専門家である相続資産コンサルタントが、

す。あなたの財産を将来「誰に譲るか」、
「今」決めておきませんか？節税効

相続事業承継に必要なお金と手続きについてわかりやすく説明します。

果があり、健康状態に自信のない高齢の方でも使える相続対策用生命保険
を解説します。

無料相談

問題解決

無料相談開催（30 分）

当日登壇講師の他、様々な分野の専門家のTAFメンバーがお待ちしております。

Team Aoyama Futures
チーム青山フューチャーズ

国連大学

アクセスマップ
渋谷駅
[ 宮益坂口 ]

宮益坂

東京ウィメンズプラザ
オーバルビル
バス停●

〒107-0062 東京都港区南青山 4-20-19 プレム南青山ビル2F
Tel

080-5023-1855（担当 : 石川） e-mail info@aoyama-futures.jp

http://www.aoyama-futures.jp/

至原宿

●B２出口
地下鉄表参道駅

青山通り

バス停●
青山学院大学

骨董通り

セミナー講師プロフィール
中小企業診断士

弁護士

石川 アサ子

渡邊 寛

A s a ko Ish i k awa

㈱プロモーターズ・カンパニー 代表取締役

和田金法律事務所 代表

〜利益を生みだす仕掛けと人づくり〜

法律問題も、健康問題と同様、日ごろの備えと早期発見・対応

経営者の最大のミッション（使命）です。多忙な経営者のミッ

法律というルールを知ることです。セミナーに参加されるみな

利益は「仕掛け」から生まれます。その「仕掛け」を考えるのが

で大きな差が出ることがあります。法律問題の備えの第一歩は

ション・コンプリートを経験、知識、スキル、人脈、人間性を駆

様が、トピックの全体像をつかみ、勘所を抑えるお役に立てれ

使して、精神誠意お手伝い致します。

ば幸いです。

弁理士

田辺 恵

税理士

神田 博則

Kei Ta nab e

田辺・小野国際特許事務所 パートナー弁理士

H i ronor i K a nda

神田税理士事務所 代表税理士

渋谷宮益坂で1970 年に開業した国際特許事務所です。特許・

神田税理士事務所は、
「利益」と「キャッシュフロー」の最大化

サービスを開発する段階 , 良いネーミングやマークを考える段

政府系金融機関を皮切りに、事業再生コンサル会社、中堅税理

商標・意匠・著作権などの 知的財産権 について, 新商品や新

により経営者の未来の夢を実現させる会計事務所です。私は、

階から国内・外国での権利取得と権利活用までを総合的にサ

士法人での勤務を通じて中小企業の経営をサポートしてきまし

ポートいたします。

た。得意分野は、資金調達、経営計画作成、財務体質改善支援
です。金融業界出身のノウハウが黒字のその先を創ります。

保険代理人

ファイナンシャル・プランナー

清光 勝則

奥久 惠美子

K at su nor i Sei ko

清光 FP 顧問事務所 代表
株式会社 ETERNAL ファイナンシャルプロフェッショナル
（相続資産コンサルタント、保険代理人）

E m i ko Oku h is a

有限会社ジャムティガ 代表取締役
企業・経営者の財務・経営に関するよき相談相手となれるよう、
日々新しい情報をキャッチ・アップすることを心掛けています。

顧客貢献の実現。売り方よし、買い方よし、そして世間よしであ

コンサルティング、プランニング、セミナー、企業内研修さらに

や、プライベートバンクを活用した資産運用、相続対策など合

います。東京中小企業家同友会渋谷支部「本格卓球クラブ｣キャ

る三方よしの精神で活動中。BCP 対策として簿外の資産形成

マネー＆ライフセミナー「セミナー＠表参道」の運営も行って

法スキームの提供をします。

プテン、吉村ゴルフ塾メンバー

TAFとは？

経験豊かな専門家集団が個々の
ニーズに沿った解決方法をご提案します。

TAF から始まる価値組経営

各分野の専門家が集結し青山で誕生したプロフェッショナル集団

Speed

新たな価値の創造を目指すあなたをスピーディにトータルサポートします。

参加料金 1名3,000 円 /1日
080-5023-1855

私たちの原動力は、
価値ある勝ちのために
ひたむきに取り組む情熱です。

Brain

迅速

Team Aoyama Futures 。
ビジネスの悩みやトラブルにチームで即対応。

お問合せ先

頭脳

密で幅広いネットワークによる
専門能力の結集が
迅速な解決へと導きます。

About TA F?

お申込み書

K a n Wat a nab e

熱意

Passion

※2日参加の場合 6,000 円となります

メールでのお申込みは

info@aoyama-futures.jp

お申込み期限：7月24 日（月）迄
フリガナ

フリガナ

お名前：

貴社名：

お電話：

メールアドレス：

参加希望日時：

7/25（火）

7/26（水）

両日

※お申込みが多数の場合は先着順となります
※当セミナーが取得した個人情報は、当該セミナーの運営及びセミナーに関する情報の送付
以外の目的には使用しません

個別相談の希望：

FA X

役職（

あり

なし

03 -5354 -5938

）

