弁護士法人

あたたかいお声が届いています！

お客様の声
相続

自分の立場だけでなく、相手からの立場も説明してくれたり、何
案も出してくれるのが、とても参考になった。具体的に今するこ
とが知れて、すぐ行動に移せそうで良かったです。

ありがとうございます。
相続チーム一丸となって

名古屋総合法律事務所は、相続 ( 相続税を含む )・離婚・交通事故・債務整理・
中小企業法務 ( 使用者側の労働事件・不動産を含む ) の 5 分野に特化した法律事務所です。

名古屋総合法律事務所
ニュースレター

2016
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サポートいたします。

ありがとうございました。

離婚

何を優先するかによって選択肢をいくつか挙げて、良い方向に進

お子様の将来のためにも、

むようにいつもご対応して下さったこと、感謝しています。

ご満足いただける解決が

子どもに関することは心配な事が多くありましたが、先生が冷静

できて何よりです。お客

にご対応して下さって、心強く安心もできました。相手がどう対

様の一歩を応援します。

地域との共生
地域への貢献

応してくるか、今後の展開等ご説明して下さいました。そして実
際にそのような展開になり、先生方のお力とご実績はすごいなあ
と感嘆しました。また費用も良心的な価格で専業主婦だった私に
はありがたいことでした。本当にお世話になりました。

交通
事故

弁護士の先生はとても親切に分かりやすく説明して頂けたので非
常にありがたかったです。他の失業保険等に対する質問もきちん
と答えて頂き、とても良かったです。相談に来て安心感を得るこ
とができ、感謝の気持ちでいっぱいです。

不安を解消し、前向きに
解決へと踏み出すことが
できて何よりです。私た
ちにお任せください。

名港トリトンは、名古屋港に連続して架かる三つの橋の愛称。
夜はライトアップが見事な、名古屋の新しい観光名所です。

債務
整理

法律の知識の無い私でもわかり易く丁寧に説明をして頂きました。

ホワイトボードを使うな

対応もとても優しくて、不安な気持ちで来たのですが心が落ち着

ど、わかりやすい説明を

きました。いろいろな問題で頭の中がごちゃごちゃになっていた

心がけております。一緒

事が整理でき、不安も少し解消でき、前に進める様に思います。

に問題をひとつひとつク

本当にありがとうございました。

リアしていきましょう。

2016 年を飛躍の年にすべく、邁進する所存でごさいます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
2016 年は弁護士・税理士・司法書士・社労士をグループ内に擁して、４士業融合のサービスをもって、
よりリーズナブルな、そして最良のリーガルサービスをご提供させていただくよう最善を尽くします。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

名古屋総合リーガルグループ

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

〒 460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目 20 番 25 号 丸の内 ST ビル 6 階
地下鉄桜通線・鶴舞線

丸の内駅 4 番出口より東に徒歩 2 分

地下鉄桜通線・名城線

久屋大通駅 1 番出口より西に徒歩 6 分

弁護士法人

名古屋総合法律事務所

TEL 052-231-2601

FAX 052-231-2602

名古屋総合司法書士事務所

TEL 052-231-2605
税理士法人

FAX 052-231-2607

名古屋総合パートナーズ

TEL 052-231-2603

FAX 052-231-2604

名古屋総合社労士事務所

TEL 052-231-2601
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We all work together to provide the best professional service.

名 古 屋 総 合
リーガルグループ

4 士 業 のコラボレーション

THE
BRAND NEW
LEGAL SERVICE

企業法務チームを
強化しました！

新しい事 業 展 開 スタート

当事務所は、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の異なる４つの士業が融合したイノベーション
の実現を目指しております。4 士業が一つのオフィスに集まっているだけでも価値がありますが、さらに
分野・職域の壁を越えて互いにチームを組み、協同する事で相乗効果が生まれます。これらの柔軟なサー
ビス体制こそが、地域の市民と中堅・中小企業の皆様から求められているこれからのリーガルサビスの
在り方だと確信しております。
チーム 1

チーム 2

弁護士×税理士×司法書士

弁護士×社会保険労務士

相続・相続税・不動産チーム

労務問題・労働事件チーム
ム

チームを組んで、
分野・職域の壁を越えます！

より価値のある高品質なサービスの提供へ

社労士事務所を開設しました
名古屋総合リーガルグループは、2015 年 12 月 1 日、新たに名古屋総合社労士事務所を開設いた
しました。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の４つの士業が揃いました。愛知・名古屋

弁護士法人
名古屋総合
法律事務所

税理士法人
名古屋総合
パートナーズ

の地域の皆様と中堅・中小企業の皆様と共生し、愛知・名古屋でトップの総合法律・経済関係事務
所を目指します。名古屋総合社労士事務所では、下記の業務を中心にサポートをしています。

名古屋総合
SERVICE

SERVICE

1

リーガル

SERVICE

2

3

グループ

人事・労務

雇用

労働・社会保険

採用・解雇・労働時間・賃金等

派遣法・育休法・均等法など

労働・社会保険に関する書類

の相談・指導、成果主義賃金・

に関する法律相談

の作成・手続き・指導

名古屋総合
司法書士
事務所

名古屋総合
社労士事務所

5

年俸制等の構築・運用
SERVICE

SERVICE

4

5

SERVICE

6

チーム 3

弁護士×税理士×司法書士×社会保険労務士

2

給与計算

労働派遣・職業紹介

奨励金・助成金

給与計算事務（月次給与・賞

労働者派遣事業・有料職業紹

雇用に関する各種の奨励金・

与等）の受託

介事業の許可申請手続

助成金の支給申請手続

中小企業法務・税務チーム

3

Conference report

全体会議・研修会のご報告
９月の全体会議は、岐阜・金華山の
もとで開催致しました。
名古屋総合法律事務所では、年に3 回 の全体会議と研修会を設けております。短期・長期の事業計画の目標を共
有し、事務所全体の発展と向上に取り組んでいます。また、お客様によりご満足いただけるサービスを提供するた
め、所員全員が共に研修に励み、切磋琢磨しています。2015年9月10日（木）、岐阜商工会議所の会議室で事務所

岐阜市歴史博物館で歴史に触れました。

支店展開にむけてのモチベーションを共有します。

全体会議をしました。その後、岐阜の街並みと金華山・岐阜城を視察しました。

法律家とは、単なるサービス業
で は な い。 お 客 様 に 寄 り 添 い、
人生を守る仕事である。

金華山に併設されているリス村を訪れました。
職務に精励するスタッフ一同に、表彰状を贈りました。

会議の重要性

会議の概要

岐阜支店の展開計画

会議のはじめは、所長弁護士・浅野による当事務所の中

当事務所は、短期・中期計画として岐阜市に支店展開を

おくことは非常に重要だと思います。そこで年に数回、

期ビジョンの発表です。所員一同で事務所のビジョンを

考えております。そのために、所員一同に岐阜市とはど

全体会議ということで事務所の方向性やチームの目標、

共有・共感して日々の業務にあたることは、非常に重要

ういうところかを見てもらいたいと思い、岐阜市を会議

ひいては個人の課題などを発表しあい、情報の共有を

です。また、事務所で働く人にとっても事務所の状況や

の場所に選定しました。

図っております。

今後の発展方法、展望を知ることは大事なことです。

いつもありがとう

皆が今なにを考え、何をしているかということを知って

ございます

事務所の方針を発表した後は、チーム別の下半期の目標
発表を行いました。
最後は、個人の下半期の目標を発表しました。それぞれ
が考えた目標を知ることで、お互いに「私も頑張らなく
ては」と再認識でき、良い刺激となりました。

金華山の眺望を満喫
まずは、岐阜商工会議所から金華山ロープウェイ岐阜公
園乗り場まで歩いて、街並みを見学しました。
そして、金華山ロープウェイに乗り込み、金華山山頂の
岐阜城です！天守閣に登り、周りを見渡すとそこは360
度パノラマビューでした。

岐阜市内の視察

天気がよく、遠くの山々や、名古屋駅のツインタワーな

会議が終わった後は岐阜市視察です。そもそも、会議の

どがはっきりと見えました。

ためになぜ岐阜市へ？と思われる方もいると思います。

心地よい風に吹かれ、しばらくその景色を楽しんでおり
ました。

会議の前に集合写真をパチリ。 事務所の通常業務を離れ、初秋の岐阜の空気に触れて、リフレッシュした表情の面々です。
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Nagoya sogo Legal group staff information
当法律事務所の弁護士・税理士・司法書士

相続のキホンが 60 分でわかる

が、市民の皆様に相続のキホンをレクチャー

相続市民講座

する「市民講座」を開催します。この機会に、

名古屋総合リーガルグループに新しいスタッフが入所しました。

士 業紹介

新しい仲間を迎えて、ますます活発に業務に邁進していきます。

ぜひ一度事務所にいらしてください。

開催日

毎月第 3 土曜日

時間

14:00 〜 16:00（二部構成・休憩 20 分）

料金

無料

テーマ

相続税・生前相続対策

定員

10 人

場所

名古屋総合法律事務所

NEW

NEW
●

ご予約は、メールフォームまたはお電話で！
ナゴヤ

弁護士

NEW
●

弁護士

NEW
●

税理士

●

社会保険労務士

吉田 大気

塚本 菜那子

伊藤 清子

岡田 恵子

「相談してよかった」
「安心し

12 月に入所しました、弁護

チームの一員として、責任を

「ヒト」に関わる専門家とし

た」と少しでも感じていただ

士の塚本菜那子と申します。

持って自分の役割を果たして

て、お客様の期待にお応えで

ける弁護士になることを決意

お客様に寄り添い、問題解決

いきます。お客様にご満足い

き る よ う、 誠 意 を も っ て サ

しています。向上心を持ち、

の一助となる弁護士になりた

ただけるよう全力をつくして

ポートさせていただきます。

努力をしていきます。

いと思っております。

参ります。

ソウゴウに

: 0120-758-352

http://www.nagoyasogo-souzoku.com/lecture/

講師紹介
●

代表弁護士・税理士
社会保険労務士

●

社員弁護士・税理士

●

弁護士

浅野 了一

杉浦 恵一

中嶋 佑介

愛知県名古屋市生まれ

愛知県高浜市生まれ

大阪府堺市生まれ

名古屋大学法学部卒業

東京大学法学部卒業

京都大学法学部卒業

弁護士法人名古屋総合

東京大学法科大学院修了

京都大学法科大学院修了

法律事務所を設立

代表弁護士・税理士

弁護士

司法書士

税理士

浅野 了一

中嶋 佑介

山口 由起子

伊藤 清子

講義内容
講義は一部と二部に分かれています。休憩のティータイム、講義後の質疑応答の時間を設けております。

●

弁護士

●

弁護士

●

弁護士

岬 宏美

平野 秀繁

松岡 俊一

山口県生まれ

愛知県常滑市生まれ

兵庫県伊丹市生まれ

大阪大学法学部卒業

慶應義塾大学法学部卒業

東京大学法学部卒業

神戸大学法科大学院修了

中央大学法科大学院修了

慶應義塾大学法科大学院修了

どなたでもお気軽にご参加ください。
日程

講義内容

2016 年 2 月 20 日
（土）

「相続税の計算の仕方」、「相続発生後の遺産分割を含めて、円満かつ円滑な相続とは」

2016 年 3 月 19 日
（土）

「賢い生前贈与の仕方」、「生命保険の活用」

●

弁護士
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「公正証書遺言の勧め」、「不動産相続の課題」

司法書士

●

アドバイザー

橋本 友紀子

山口 由起子

広島県広島市生まれ

愛知県生まれ

京都大学法学部卒業

上智大学法学部卒業

早稲田大学

大学教授、最高裁判所判事

神戸大学法科大学院修了

2016 年 4 月 16 日
（土）

●

園部 逸夫

政治経済学部卒業

外務省参与

東京大学法科大学院修了

内閣官房参与等歴任
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