
民事信託（家族信託）マスター講座2020 応用編
＜全6講座＞

財産管理、資産承継、相続・事業承継対策で活用!!

2020年7月9日～9月24日の6日間開催
開催場所｜TAP高田馬場　開催時間｜全日14:00～17:00

※１講座ずつの単独申込みも可能です。

第1講座第1講座

村山 由希子 氏

スリーナインコンサルティング株式会社
取締役／司法書士

むらやま ゆきこ

超実践！任意後見と
民事信託の上手な使い方

2020年7月9日（木）2020年7月9日（木）

第4講座第4講座

青山 誠 氏

スリーナインコンサルティング株式会社
代表取締役／司法書士

あおやま まこと

超実践！株式信託と不動産信託で
中小企業の事業承継を支援する

2020年8月21日（金）2020年8月21日（金）

第2講座第2講座

松村 茉里 氏

弁護士法人法律事務所オーセンス
弁護士

まつむら まり
民法改正による
相続対策と信託について

2020年7月21日（火）2020年7月21日（火）

第6講座第6講座

木下 勇人 氏

税理士法人レディング
代表税理士

きのした はやと
民事信託組成で必須となる
税務ポイント

2020年9月24日（木）2020年9月24日（木）

『家族信託』の超実務
～日本屈指の家族信託の組成実績を踏まえ
実務上立ち塞がる問題点や疑問点を徹底解説～

第3講座第3講座

宮田 浩志 氏

宮田総合法務事務所 代表司法書士
一般社団法人家族信託普及協会 代表理事

みやた ひろし

2020年8月7日（金）2020年8月7日（金）

第5講座第5講座

遠藤 英嗣 氏

遠藤家族信託法律事務所
弁護士

えんどう えいし
家族民事信託の陥穽とその解決策
～東京地裁判決等からみて確かな家族信託を提供するために～

2020年9月10日（木）2020年9月10日（木）

民事信託（家族信託）マスター講座2020 応用編　受講申込書

本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。「受講申込書」が届き次第参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAXいたします。
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
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● 無料：東京定額制クラブ会員、ＴＡＰ実務セミナー利用券使用（６枚）、ＴＡＰチケット１０使用（６枚）
● ２０％off：ＴＡＰ実務家クラブ会員
● 40%off：事業承継スペシャリスト・マイスター認定者（一般社団法人事業承継検定協会主催）

【さらに下記に該当する方はこちらの割引が適用されます】 ※表記価格は全て資料代・税込みです。

□東京定額制クラブ会員　　□ＴＡＰ実務家クラブ会員　　□TAP実務セミナー利用券使用（１講座あたり１枚必要です）
□事業承継スペシャリスト・マイスター認定者　　　□一般

ご記入月日

事務所名
または会社名

携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

事業所または
会社所在地
ご　住　所

ご 連 絡 先

参 加 者 名

業　　種

ふ　り　が　な

ふ　り　が　な

令和２年　　　月　　　　日

超実践！任意後見と民事信託の上手な使い方

民法改正による相続対策と信託について

『家族信託』の超実務

超実践！株式信託と不動産信託で中小企業の事業承継を支援する

家族民事信託の陥穽とその解決策

民事信託組成で必須となる税務ポイント

25,000円

25,000円

25,000円

25,000円

25,000円

25,000円

下記の講座を申込みます。（ご希望の講座の□にレ印をご記入ください） TAPセミナー利用券使用単独申込

全講座一括申込の場合、合計150,000円のところ30,000円引きの120,000円

第1講座 7/9

7/21

8/7

8/21

9/10

9/24

第2講座

第3講座

第4講座

第5講座

第6講座

FAX:03-3208-6255
セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。



ごあんない

●民事信託の基本は学んだが、実務の現場を知りたい方
●契約書の書き方、注意すべき点を知りたい方
●民事信託をお客様にどのように説明すべきかを知りたい方

こんな方に
おすすめです！

【１】後見制度とは
【２】法定後見と任意後見の違いを正しく理解する
【３】任意後見でできること、できないこと
【４】民事信託でできること、できないこと
【５】任意後見と民事信託の併用を勧める理由

【６】時間軸で考える！任意後見と民事信託の使い方
【７】いざというときに困らない代理権目録の定め方
【８】手法ありきでの提案ではお客様のニーズは満たせない！
【９】事例で検討
　　（１）提案に至るまでの検討ポイントとは
　　（２）具体的な提案内容とは

2020年7月9日（木）｜村山 由希子 氏 スリーナインコンサルティング株式会社
取締役／司法書士

超実践！任意後見と民事信託の上手な使い方1

【１】改正相続法でできること
【２】改正相続法における遺留分侵害額請求
【３】改正相続法における配偶者居住権
【４】改正相続法による相続対策の限界

【５】民事信託と改正相続法の組み合わせ
【６】民事信託組成における、専門家の注意点①
【７】民事信託組成における、専門家の注意点②

2020年7月21日（火）｜松村 茉里 氏 弁護士法人法律事務所オーセンス　弁護士

民法改正による相続対策と信託について2
【１】民事信託概論（税務的視点含む）
【２】民事信託組成に関する実務上の盲点整理
【３】不動産信託に関する論点整理

【４】株式信託に関する論点整理
【５】民事信託と不動産法人化の比較から読み解く
　　実務的活用法

本セミナーは『資産税の勘所をつかむ！木下勇人税理士の資産税マスター講座』の第８講座と同一のセミナーとなります。
全講座受講ご希望の方は重複してのお申込みとなりますので受講料の割引がございます。詳細はお問い合わせください。

2020年9月24日（木）｜木下 勇人 氏 税理士法人レディング　代表税理士

民事信託組成で必須となる税務ポイント6

『家族信託』の超実務 ～日本屈指の家族信託の組成実績を踏まえ
実務上立ち塞がる問題点や疑問点を徹底解説～

【１】信託活用のメリット・デメリット
【２】遺言と成年後見との上手な使い分け
【３】金銭・有価証券の信託契約と
　　金融機関の信託口口座作成のポイント

【４】ローン付不動産の信託財産化の可否
【５】農地の信託
【６】間違いだらけの家族信託契約書作成実務
【７】家族信託設計の実務ポイント

2020年8月7日（金）｜宮田 浩志 氏 宮田総合法務事務所　代表司法書士

3

家族民事信託の陥穽とその解決策 ～東京地裁判決等からみて
確かな家族信託を提供するために～

【１】家族信託の実務の基礎知識
　　（１）信託の定義から家族信託の基本を知る

　　（２）家族信託の成立要件を深堀する

　　（３）機能から考える制作の４つのキーポイント

　　（４）成年後見制度との親和性をいかに確保するか

【２】新相続法を考えた家族信託の実務
　　（１）遺留分侵害額請求と信託受益権の譲渡

　　（２）共同相続対抗要件制度（民法８９９条の２）と家族信託

　　（３）遺言信託に遺言書保管法は利用できるか

【３】最近の東京地裁判決などを基に
　　家族信託が無効になる場合を考える
　　（１）家族信託と公序良俗違反

　　（２）機能しない信託行為の例

　　（３）委託者・受託者の代理と信託行為

【４】信託が行き詰まった場合の
　　事例で考える「信託の変更」
　　（１）家族信託における信託の変更事例

　　（２）受益権放棄と信託の変更

　　（３）遺言信託の信託行為の変更を考える

　　（４）信託の終了と信託の変更

2020年9月10日（木）｜遠藤 英嗣 氏 遠藤家族信託法律事務所　弁護士

5

超実践！株式信託と不動産信託で中小企業の事業承継を支援する
【１】中小企業の事業承継における実態と既存対策の限界
【２】目から鱗！所有権の分解で始まる株式信託の世界
【３】親族内承継がダメならいきなりＭ＆Ａですか？！
【４】株式信託の活用により変幻自在な事業承継が可能
【５】株式信託と種類株式の使い分けはどうする？
【６】株式信託と事業承継税制の併用の可能性を探る

【７】事業用資産に企業オーナー個人名義の
　　不動産がある場合のリスクは？
【８】担保付不動産の信託における法務・税務の
　　論点整理は出来ていますか？
【９】受託者が借入を行う「信託内借入」における
　　債務控除の問題とは

2020年8月21日（金）｜青山 誠 氏 スリーナインコンサルティング株式会社
代表取締役／司法書士

4

民事信託は、テレビ・新聞・雑誌、あるいはネットニュースでも頻繁に取り上げられています。
それにより一般の方の認知度も格段に上がり、お客様から「うちは信託使えるの？」や「先生は信
託やっているんですか？」などの質問が出るようになってきました。
しかし、民事信託はどのような場面で使うのか、それを慎重に判断しなければなりません。そのご
家族にとって、民事信託を使うメリットがあるのかどうか？他の相続対策の各手法で対応したほ
うがいいのではないか？それを専門家として正しく判断して、民事信託が最適と確信をもてる場
合にのみ、信託を組成することになります。
したがって、民事信託を提案するためには、信託を正しく理解するだけではなく、遺言・任意後見・
成年後見などの制度と手法についても正確な知識と経験が必要です。
この民事信託（家族信託）マスター講座では、様々なセミナーで信託の基本的な部分を学んだ方々
を対象として、「実務に活かせる知識を得たい」という方向けに、「税務」「法務」「契約書作成」「銀行
との関わり方」などの実務の第一線でご活躍中の講師陣により、より実践的で応用的な知識を得
られるようなプログラムとなっております。この機会に是非ご参加下さい。

※法律の改正や経済情勢等の変化により、内容が一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。


