
会場受講・オンライン（録画）受講

民法改正
シリーズ講座

徹底
解説

［所在地］
東京都新宿区高田馬場1-31-18　高田馬場センタービル３階
［交通アクセス］
JR山手線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
西武新宿線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
東京メトロ東西線 高田馬場駅（３番出口）より徒歩６分

NPO法人　日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

https://tap-seminar.jp seminar@t-ap.jp

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル３階

TEL.0120-02-8822／FAX.03-3208-6255

高
田
馬
場

西
早
稲
田

明
治
通
り

▲ 

池
袋

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線

新
宿 

▼

高田馬場

BIGBOX
高田馬場

早稲田通り

諏訪通り

●ドンキホーテ

●ケンタッキー

　ファミリー
●マート

副都心線２番出口
■

大久保スポーツ
プラザ入口

保善高校入口

点字図書館南

東西線
３番出口
■

●すき家

〒●プロント

日本児童教育
専門学校●

●漢方薬天龍道薬局

ほっと
もっと●

飯田橋 ▶

東京メトロ東西線

早稲田口

JR線
戸山口

西武新宿線
戸山口

高田馬場
高田馬場

センタービル３階

＜会場受講の方＞ＴＡＰ高田馬場

●配信開始日｜収録日（開催日）の１～２営業日後に配信を開始する予定です。
●ご視聴期間｜各配信開始日より約６ヶ月となります。

＜オンライン（録画）受講の方＞

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用ＵＲＬ」はお申込みの際にご連絡いただいた
　メールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用ＵＲＬにつきましては、
　お申込後２～３営業日以内にお送りいたします。
　なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合が
　ございますので予めご了承ください。

民法改正と相続対策の重要論点

民法改正による『相続対策の変化・信託活用との比較』

民法改正に伴う税務の視点からの相続対策

民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策

改正民法対応！民事信託・商事信託による資産承継と事業承継の課題解決

民法改正を踏まえた相続・争族と生命保険

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実務セミナー利用券使用受講料

徹底解説！民法改正シリーズ講座　受講申込書

第1講座 12/14

１/18

1/21

１/29

２/２

２/9

第2講座

第3講座

第4講座

第5講座

第6講座

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。

各講座25,000円（資料代・税込み）／６講座通常価格150,000円（資料代・税込み）のところ
全６講座一括申込みの方は30,000円引きの セット割引 120,000円（資料代・税込み）

※１ 無　　 料：東京定額制クラブ会員、ＴＡＰ実務セミナー利用券使用、ＴＡＰチケット１０使用、ＴＡＰオンラインセミナー会員
※２ ２０％off：ＴＡＰ実務家クラブ会員
※３ 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）

また、下記「各会員割引」に該当する方はセット割引料金から更に割引となります。

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

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。

オンライン受講の方は必ずご記入ください。

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　　年　　　月　　　　日

各講座 高田馬場会場定員 30名（オンライン受講に定員はありません）

受講方法 □TAP高田馬場会場受講　□オンライン（録画）受講

１講座につき１枚 オンライン（録画）受講の場合

2020年12月14日～2021年２月９日　全６回
開催時間｜全日14:00～17:00

※一講座ごとの単独申込も可能です。　※セット割引もございます。詳細は裏面をご参照ください。



［第１講座］民法改正と相続対策の重要論点

【１】配偶者居住権の実務上の運用
【２】相続による権利承継と対抗要件の要否
【３】遺産分割協議成立前の預貯金の一部払い戻しの実務上の運用
【４】自筆証書遺言の要件緩和
【５】遺言書保管法の実務上の運用
【６】遺留分侵害額請求
【７】遺言執行者の改正民法のもとでの留意点
【８】婚姻期間２０年以上の夫婦間の持戻し免除の推定規定
【９】特別寄与料

開催日（収録日）｜2020年12月14日（月） 14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年６月15日（火）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年６月９日（水）23：59まで

江口 正夫 氏
海谷・江口・池田
法律事務所　弁護士

えぐち まさお

講　師

［第２講座］民法改正による『相続対策の変化・信託活用との比較』
開催日（収録日）｜2021年１月18日（月）／14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年７月16日（金）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年７月13日（火）23：59まで

松村 茉里 氏
アオ法律事務所 弁護士
第二東京弁護士会所属

まつむら まり

講　師

【１】相続対策の中での信託の活用方法
　（１）認知症対策としての活用（２）後継遺贈型としての活用
【２】配偶者居住権と信託
　（１）配偶者居住権を用いた相続対策
　（２）配偶者の住処を守る信託を活用した相続対策
【３】遺言機能としての信託
　（１）遺言の機能についての相続法改正
　（２）遺言機能としての信託の活用

［第３講座］民法改正に伴う税務の視点からの相続対策
■開催日（収録日）｜2021年１月21日（木）／14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年７月22日（木）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年７月14日（水）23：59まで

岡村 宝美 氏
おかむら ぼみ

税理士法人SUNSUNTO 代表
社員/株式会社Ｎ･Ｂ･Ｋコンサ
ルティング 代表取締役/一般社
団法人東京都相続相談セン
ター パートナー税理士/税理士

講　師

【１】民法改正の概要
【２】配偶者居住権の創設 制度の概要、評価方法、課税関係
【３】預貯金の払戻し制度の創設
【４】自筆証書遺言の方式緩和
【５】遺留分制度の見直し
【６】遺産分割の見直し・贈与税の課税関係
【７】特別寄与料の創設
【８】成年年齢の見直し
【９】民法改正と生命保険の活用
【10】相続対策のためのアパート建築と民法改正

［第4講座］民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策
開催日（収録日）｜2021年１月29日（金）／14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年８月２日（月）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年７月28日（水）23：59まで

加藤 邦治 氏
加藤邦治税理士事務所
税理士・行政書士

かとう くにはる

講　師

【１】相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間に
　　したものに限り、その価額が「遺留分を算定するための財産の価額」に
　　算入されたことに伴う生前贈与の促進
【２】改正後の遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで、
　　その債務の履行をするため

［イ］ 相続財産である自社株や不動産等の事業用資産を代物弁済すると譲渡所得課税の対象となったこと

　　（所得税基本通達33－１の６）

［ロ］ 納税猶予対象株式を代物弁済（譲渡）すると納税猶予（事業承継税制）の打ち切り事由（納税猶予期限の確定）となったこと

［第５講座］改正民法対応！民事信託・商事信託による資産承継と事業承継の課題解決

開催日（収録日）｜2021年２月２日（火）／14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年８月４日（水）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年８月１日（日）23：59まで

金森 健一 氏
かなもり けんいち

ほがらか信託株式会社 副
社長執行役員/駿河台大学
法学部 特任准教授/弁護士

講　師

山本 英生 氏
山本英生税理士事務所 所長
税理士/CFP
1級ファイナンシャル・プランナー

やまもと ひでお

講　師

【１】課題解決の指針―民法と信託の比較検討
　（１）相続人の当面の資金の工面（預貯金の払い戻し）
　（２）同族会社の事業承継（遺留分）
　（３）相続人以外の者への資産承継（特別寄与料）
　（４）特定財産承継遺言、遺贈と信託

【２】事例ごとに考える「民事信託」と「商事信託」の比較
　（１）不動産を信託財産とする場合
　（２）自社株式を信託財産とする場合
　（３）金銭を信託財産とする場合

［第６講座］民法改正を踏まえた相続・争族と生命保険
■開催日（収録日）｜2021年２月９日（火）／14:00～17:00
■オンライン視聴期限｜2021年８月10日（火）18：00まで　■オンライン申込期限｜2021年８月４日（水）23：59まで

【１】生命保険の特徴
【２】相続対策と生命保険
【３】贈与対策と生命保険
【４】争族対策と生命保険


