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1 時間の無料法律相談をご利用いただけます。 

■利用対象者 

都内法人会の会員企業および経営者等。 

（同一企業の相談は月１回に限らせていただきます） 

■相談内容 

 法律全般 

 （近隣トラブル等、内容によってはご相談に応じられない場合があります） 

■提携法律事務所・相談場所 

 成和パートナーズ法律事務所（旧羽野島法律事務所） 

東京都港区西新橋１－２０－３ 虎ノ門法曹ビル５０１号 

℡：０３－３５９２－０５４１（電話での相談はお受けしておりません） 

■利用手続き 

１．東京法人会連合会あて電話でお申し込みください。 

  ℡：０３－３３５７－０７７１ 

①所属法人会名 ②法人名 ③相談者名 ④連絡先 TEL･FAX をお知らせくだ

さい。 

２．お申し込み後、別途、羽野島法律事務所へお電話いただき、相談日時等をお打合

せください。 

  その際、必ず「東京法人会連合会の法律相談」利用の旨を告げてください。 

  （法律事務所の都合により、お申し込みからご相談までお待ちいただくことがあ

り、急なご相談に応じられない場合もあります） 

■アクセス 

 
 ・都営地下鉄三田線「内幸町」駅 A３出口より徒歩３分 

 ・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 １番出口より徒歩５分 

 ・東京メトロ丸ノ内線･千代田･日比谷線「霞が関」駅 C3 出口徒歩７分 

 ・JR「新橋」駅 烏森口より徒歩７分 

無 料 法 律 相 談 

4



5



6



 

日本ベンチャーキャピタル株式会社 

Ｍ＆Ａ・企業提携チーム 
 

設立 1996 年 2 月 1 日 

 

資本金 20 億 8,000 万円 

 

社長 多賀谷 実 

 

ＵＲＬ https://www.nvcc.co.jp 

 

所在地 【丸の内本社】 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 34F 

  

 【日本橋分室】 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー6F 

  （Ｍ＆Ａ・企業提携チームはこちらです） 

 

（最寄駅） 東京メトロ 銀座線・ 「三越前駅」 

 ＪＲ総武本線 「新日本橋駅」 

 

事業内容 Ｍ＆Ａ（合併・買収・事業譲渡等）の仲介、アドバイザリー業務 

 事業承継Ｍ＆Ａに関する実務支援、アドバイザリー業務 

 相続対策Ｍ＆Ａ・企業再編に関する実務支援、アドバイザリー業務 

 （弊社の主業はベンチャーキャピタルですが、上記のＭ＆Ａ業務も提供しています） 

 

 弊社は中小企業庁のＭ＆Ａ支援機関登録制度の登録認定会社です。 

  

社員数 25 名 （うち、Ｍ＆Ａ業務従事者 5 名） 
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弊社の役割と提供サービス 

 

弊社役割 ご依頼人のご要望等を踏まえて次のいずれかの立場よりサービスを提供いたします。 

 ・ アドバイザー （売り手または買い手側） 

 ・ 仲介 

 

サービス Ｍ＆Ａに必要な以下の手続き等を交渉開始から終了までトータルサポートいたします。 

 ① 案件の推進方法に関する助言 

 ② 相手企業の業務・財務等に関する情報の収集と提供 

 ③ Ｍ＆Ａスキーム、企業価値評価、相手企業との交渉に関する助言 

 ④ Ｍ＆Ａプロセスのスケジュール策定と管理 

 ⑤ 各種契約書、覚書等のドラフト作成および内容確定の支援 

 ⑥ デュー・デリジェンス（買収監査）の調整および実行支援 

 ⑦ 法律事務所、会計事務所等との事務連絡 

 ⑧ その他これらに付随するサービスの提供 

 

 

フィー体系 
 

特別料金 東京法人会連合会に所属の会員企業様は、次の特別料金とさせていただきます。 

 （但し、会員企業様がＭ＆Ａの譲り手となる場合に限ります） 

 ・ 月額リテイナー料金なし。発生するフィーは成功報酬（中間報酬を含む）のみです。 

 ・ 成功報酬の特別割引を行います。（原則 5％割引） 

 

成功報酬 弊社の成功報酬は取引（譲渡）金額の 5％です。（取引金額が 5 億円以下の場合） 

 有利子負債は取引金額に含みません。最低料金はご相談に応じます。 

 中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金の申請が可能です。（時期・条件によります） 

 

 

主担当 藤田 浩己 （Ｍ＆Ａ・企業提携チーム／マネージングディレクター） 

  

  長年の業務経験を踏まえて事業承継やＭ＆Ａに関するご相談に親身に対応させていただきます。 

  些細なことでも結構ですので、お困り事やご質問などございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。 
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セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成 

《雨の日は掃除を》 

57 秒の元気術 
松﨑 俊道 4分 

一
般
経
営 

雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 

申請書類作成のポイント 
荒木 康之 61分 

オンライン会議に最適 
「Cisco Webex ミーティング」 

活用セミナー 
岩見 誠 18分 

無料集客ツール 

Google mapの活用術 
加藤 忠宏 47分 

今知りたい 

グリーフケアって何？ 
石井 亜由美 36分 

 ★ 世代をつなぐ地域再生は 

  “人財づくり”から 
外薗 明博 56分 

超入門！元刑事が教える 

面接で役立つネット情報の集め方 
森 雅人 25分 

本能寺の変の真相と 

部下を明智光秀にしない会社（前編） 
福永 雅文 50分 

人と人をプラスに導く究極の 

コミュニケーション術 対談編 
大久保 雅士 36分 働き方の多様化で道が開ける（前編） 三宅 哲之 31分 

労
務 

社長の「想い」が次世代に 

つながるカンタンすぎる人事評価制度 
山本 昌幸 49分 

税
務
・
経
理 

社長と会社にお金を残すための 

バランスシート経営 
海生 裕明 110分 

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 

実務対応のポイント 
赤澤 将 43分 

会社のお金の悩み解決講座 

第1～4回 
仲光 和之 56分 

健
康 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

免疫を整え 潜在能力を引き出す 

睡眠パワーに迫る 
長谷川 恵美 30分 

認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 
柴崎 智哉 54分 

災害避難所で 

リラックスする方法 
矢間 あや 12分 政

治 

経
済 

知られざる北朝鮮の実情 西岡 省二 21分 

 

東京法人会連合会からインターネットセミナーのご案内 

インターネットセミナーとは、インターネットに接続できるパソコンがあれば24時間いつで

もセミナーが無料で受講できるオンデマンド型サービスになります。 

開催時間が決まっている集合研修は、忙しい経営者やキーマンにとって一番頭の痛い問題です。インターネット・

セミナーなら24時間アクセス可能で時間を気にせず何時でも受講できます 

遠くのセミナー会場までわざわざ足を運ぶのは面倒。インターネット・セミナーなら、交通のアクセスなど気にせず

会社・自宅・出先などインターネットに接続できるパソコンがあれば何処でも受講できます。 

いろいろなセミナーの中から受講したいと思えるセミナーが選択でき、聞きたいところだけを選んで短時間で受講し

たい、などインターネット・セミナーなら多彩なコンテンツの中から好きな物だけを選んで何回でも受講できます。 

社員が年間を通じてセミナーの受講ができ、繰り返しいろいろなセミナーが選択できるようなシステムがほしい。 

などインターネット・セミナーなら常時セミナーを多数掲載。社員それぞれに合ったセミナーを自由に選択できます。

本サービス導入法人会のホームページより指定されたIDとパスワードにてログインする事により、豊富なセミナーコンテンツ

の中から「見たいセミナーを、見たい時に、好きなだけ」全て受講ができるようになります。 

本サービスの導入法人会・視聴手順等につきましては東京法人会連合会までお問合せ下さい。 TEL：03-3357-0771 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 

（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）
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□新  

□新  
 DVDタイトル 分数 DVD No.  DVDタイトル 分数 DVD No. 

研
修
・ 
人
材
育
成 

今知りたい グリーフケアって何？ 36分 806 

パ
ソ
コ
ン 

ビジネスでもプライベートでも使える Google

活用講座 Google スプレッドシート編 
27分 807 

強いチームをつくるための部下の育て方 37分 788 
テレワーク時代のスタンダード 

「Zoom ミーティング」活用セミナー(２) 
24分 800 

接客日本一の法則 46分 775 
ビジネスでもプライベートでも使える 

Google 活用講座 アンケート作成編（１） 
19分 789 

心を届けるビジネスメールの基礎知識 47分 757 

一
般
経
営 

小規模事業者持続化補助金にチャレンジ！ 31分 792 

労
務 
・
法
律 

雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 

申請書類作成のポイント 
61分 804 ものづくり補助金にチャレンジ！ 28分 790 

社長の「想い」が次世代につながる 

カンタンすぎる人事評価制度 
49分 739 お金を掛けずに出来る人材募集戦略 39分 785 

税
務 
・ 
財
務 

社長と会社にお金を残すための 

バランスシート経営 
110分 799 

健
康 

～コロナによる自粛生活がもたらした疲労～

心身の回復と今後の予防策 
15分 803 

コロナショックを乗り切る！ 

中小企業の資金繰り術 
59分 798 

政
治
経
済 

新型コロナウイルス後の世界経済と日本 36分 808 

No. 802 
ビジネスでもプライベートでも使える 

Google活用講座 Googleドキュメント編 

株式会社ブレーン パソコンセミナー専任講師 

岩見 誠 
 

No. 793 
テレワーク時代のスタンダード 

「Zoomミーティング」活用セミナー 

株式会社ブレーン パソコンセミナー専任講師 

岩見 誠 

その他、ＤＶＤ約400本、ＣＤ22本、好評レンタル中! 

詳しくは所属法人会（もしくは東京法人会連合会）ホームページより! ! 

 

「セミナーＤＶＤレンタルサービス」とは、ビジネス、経営、人材育成等に役立つビジネス向けセミナーDVD、CD をインター

ネットから手軽にレンタルできる法人会の会員専用のサービスです。会員であれば無料でご利用することができます。借

りたい作品を申し込むと、登録した住所に郵送でお届けします。返却は郵便ポストに投函するだけです。 
 

〈月間レンタルＴＯＰ３〉 

2 3  

 無料!! セミナーＤＶＤレンタルサービス 
法人会のホームページから申込みができます 法人会 DVDﾚﾝﾀﾙ 検索 

●利用できる方 

法人会の会員企業 

会員企業の役員および従業員 

●レンタル本数  １回につき３本 

●レンタル期間  ２週間 

●レンタル費用  無料 

（レンタル料、送料ともに無料） 

●利用方法 法人会ｏｒ東法連のホームページより、セミナーDVDレンタルサービスのページへ 

●ご利用イメージ 

1 

※月間レンタルTOP3は2020年8月の集計になります。タイトルは変更になる場合がございます。

 

□新  □新  

 

No. 557-01 
これだけは知っておきたいビジネスマナー(1) 

 

E-ComWorks株式会社代表取締役 プレゼンテーション･プランナー 

山本 衣奈子 
 

□新  
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さらに詳しい内容とFAXによる資料請求のお申込は、ウラ面をご覧ください。

会員企業向け1名から＜任意加入＞できる
「選択制」企業型確定拠出年金

拠出額（加入者一人当たり）
月額 3,000円 

月額 55,000円
（年額最大 66万円）

企業型確定拠出年金制度は、財形年金のように希望者加入の制度として
設計できます。加入者は自ら運用商品を選択し、年金資産を運用します。

「東法連401k」がデビュー!!
加入者１名から 導入OK

 掛金が全額非課税となり、所得税･住民税の負担が軽減

 投資商品で運用した場合の運用益が非課税

 一時金の受け取りは退職所得として分離課税
（60歳以上で受給権を取得し、在職中でも退職所得として受給することが可能）

有利な
理由

 確定拠出年金の口座内の資産は個人に帰属

 みずほ信託銀行が年金資産を分別管理

 投資信託のほか、銀行の定期預金でも運用可
（預金はペイオフ適用、銀行あたり1千万円と利息相当を保証)

安心な
理由

都内法人会 会員の皆様へ
＜東法連 選択制企業型確定拠出年金制度＞

17



「選択制」企業型確定拠出年金とは

確定拠出年金に従業員が加入したときの導入効果
シミュレーションの設定

年齢 30歳 月額給与 300,000円の従業員が掛金2万円（月額）を
拠出した場合（東京都 従業員10人が加入）

1年目 2年目 3年目 5年目 10年目
導入一時金 143,000円 - - - -

運営管理費用 262,575円 265,252円 267,969円 273,526円 288,172円

社会保険負担軽減額 ▲367,920円 ▲367,920円 ▲367,920円 ▲367,920円 ▲367,920円

導入効果（年間） 37,665円 ▲102,668円 ▲99,951円 ▲94,394円 ▲81,950円

導入効果（累計） 37,665円 ▲65,013円 ▲164,965円 ▲356,552円 ▲785,022円
※作成日時点における信頼できる情報に基づいて作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
今後、外部環境の変化、法令や税制等の改定により、取扱内容が変更される場合があります。

★詳細な資料は必要事項をご記入の上、FAX・メールまたはQRコードを読みとってお申込みください。
NTSコンサルティング株式会社（総合経営サービスグループ 401kパートナー）

03-6436-3332

貴社名 担当者

所在地 〒

電話番号 E-mail
※ 記入     個人情報  資料送付及 当社       紹介  利用      他 目的  利用 第三者 提供            

●選択制企業型確定拠出年金とは、現行給与の一部を「生涯設計手当」に分割し、前払いとして
給与と併せて受け取るか、確定拠出年金として積み立てるかを従業員が選択できる年金制度。

●社員は社会保険料や所得税・住民税を節減しつつ老後資金を積み立てることが可能。
●会社も同時に社会保険料・労働保険料の適正化が可能。

通常の確定拠出年金

「選択制」確定拠出年金

現行給与 掛金従来と同額

事業主は従来の給与に加えて掛金を負担します。

現行給与
生涯設計手当

新給与

掛金

新給与

従来の給与額から従業員が掛金額を選択します。

生涯設計手当

送付先
FAX

E-mail nts-consulting@nts-cgr.co.jp
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03-5696-6601

      03-5778-6619 

      0120-298-556

/
/

( )

TEL:0120- 586- 800

https:/ / www.nikkeibpm.co.jp/ client/ tohoren/

1

1

1

TEL:03- 5778- 7494 :

https:/ / drc.diamond.co.jp/ lp/ corp/ tohoren/

YB     

YA
DIAM O ND

      
1

TEL:03- 3237- 3731 :

https:/ / presidentstore.jp/ ext/ tokyohojin.html

1

1
.

                              

        —

( )

E-Mail BP
nbpm.jp/ privacy BP /

ID https:/ / nkbp.jp/ register

(https:/ / www.president.co.jp/ information/ privacy/ ) https:/ / www.diamond.co.jp/ legal/

3629000

   513 501  10-3050

( )

    https://w w w .tohoren.or.jp /

TEL 03- 3357- 0771
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0267-44-4489

0739-43-7000

077-585-6300

0555-65-6711

0558-72-2011

0261-75-5489
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0460-86-14890287-76-3489

0557-32-5489 0558-74-5489

0479-86-64000558-74-5489
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助成金診断サービス実施中！

掲載情報は2020年4月現在のものです。掲載情報は変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。写真はサービス利用のイメージです。 Copyright(C)2020 Relo Club, Ltd. All rights reserved.

法人会会員企業さま限定の福利厚生サービス

申請の相談をする場合は、法人会専用の番号「３００１０」をご入力ください。

緊急企画・助成金診断サービス実施中 
※福利厚生倶楽部を導入していなくても診断は実施可能です

慶弔給付見舞金付き福利厚生倶楽部
「福利厚生倶楽部」とは、

全国14,800社にご採用頂けている総合型の福利厚生サービスです。
経済支援・健康支援・余暇支援にまつわる11万を超えるメニューを利用回数無制限でご利用頂けます。

メニューによって
最大3親等が利用対象
（本人同行不要）

■福利厚生倶楽部導入メリット
「アフターコロナ・ウィズコロナ」の環境に対応した制度構築が可能です。

従業員の働き方やライフスタイルに対応し、生活支援に寄与するサービスを
会社が提供できるため、不安解消・生産性向上に繋がり、従業員が安心して働
ける環境が整備できます。
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※サービスの内容はすべて一例です。掲載情報は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご検討内容 □入会を検討中 □内容を知りたい（連絡が欲しい） □資料が欲しい

所属法人会
フリガナ

フリガナ

ご担当者名

住所

電話番号 E-Mail（ ） @

〒

都 道
府 県

フリガナ

ご法人名
（登記がある場合）

部署名・役職名
名

「法人会」専用資料請求フォーム 資料のご請求お待ちしております。お気軽にどうぞ。 FAX：03-3225-9721

従業員数

フリガナ

サービスメニューのご紹介 従業員さまのニーズに対応した幅広いサービスをご提供いたします。

スポーツ＆アウトドア 慶弔見舞

リゾート＆トラベル レジャー＆グルメ
国内約25,000以上の宿泊施設が会員特別料金で! 休日のリフレッシュや旅行で使いたいレジャー施設が30,０００ヵ所以上 

全国の有名スポーツクラブ３,８００ヵ所と提携 従業員とそのご家族にお祝いやお見舞いをご用意 

●アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞3,500円 
●コンフォートスイーツ東京ベイ 3,800円 
●観音﨑京急ホテル 4,300円 
その他、パッケージツアー、レンタカー等の割引あり

最大

80％ 割引

最大

75％ 割引

●遊園地やカラオケなど5,000施設以上 ・・・・・・・・・会員特別料金
●映画鑑賞チケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,３００円 
●その他、お食事クーポン、ホテルレストラン等の割引あり

提携施設 全国

３,８００
ヵ所

●コナミスポーツクラブ・・施設利用料 おひとり様1回１,３２０円 
●スポーツクラブＮＡＳ・・施設利用料 おひとり様1回１,２１０円
●メンバーズゴルフデスク・・全国２,０００カ所のゴルフ場が特別価格

福利厚生制度が

さらに充実
●結婚お祝い制度・・・・・・・・・・・・・・・お祝いの品プレゼント
●ご出産お祝い制度・・・・・・・・・・・・・・お祝いの品プレゼント
●お見舞金の支給・・・・・・・・・・結婚・出産・入院・住宅災害など

福利厚生倶楽部法人会会員企業さま限定価格

社員数 入会金 月会費

100名未満 30,000円 1,000円

100～999名 50,000円 900円

1,000名以上 100,000円 800円

＜通常料金＞ ＜法人会会員企業さま限定価格＞(税別) (税別)

社員数 入会金 月会費

100名未満 15,000円 950円

100～999名 25,000円 850円

1,000名以上 50,000円 750円

※上記価格は福利厚生費として税法上損金扱いとなります。

・ご加入にあたっては㈱リロクラブとの契約が必要になります。 FAX：03-3225-9721
【個人情報について】
１．個人情報の取り扱いについて ご記入いただきますお客様の個人情報は福利厚生アウトソーシングサービスをはじめとする各種サービスのご提供、

当サービスのご案内、関連資料の配布を目的に収集・利用させていただきます。また、お客様の個人情報をリロ・グループ各社における付随サービスの
ご提供、当サービスのご案内、関連資料の配布の為、業務上必要な範囲内で提供及び預託する場合があります。ご記入頂きました個人情報を基に、
よりよいサービスをご提供するため、個人を特定できない形式の統計データを作成する場合もあります。

２．個人情報の開示・訂正・削除・停止等について お客様本人より、お客様の個人情報の開示・訂正・削除・停止等のお申し出が合った場合、
ご依頼された業務を遂行する上で支障をきたさない範囲で速やかに対応致します。

３．個人情報に関する窓口 株式会社リロクラブ個人保護管理者 個人情報保護管理担当 執行役員 E-mail： privacyRC@relo.jp 

【注意事項】
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経理・労務の担当者が実務で必須となる内容を学習できるオンライン研修をご用意しました。 
「資格の学校 TAC」のグループ会社、プロフェッションネットワーク社（以下 PN 社）が、TAC のノウハウを活かして 
企画・販売する講座です。 
 

講座名 時
間 期間 視聴時期 東法連 

〆切 
料金 

（税込/1ID） 講座内容 

法人税・消
費税入門 8 2 週間 2021/9/9（木） 

 9/22（水） 

2021/ 
8/16（月） ￥20,000 

日常の経理処理に必要な税務知識を習得でき
る講座です。決算準備にも役立つ内容です。 
（法人税 6 時間、消費税２時間） 

年末調整・ 
法定調書 6 1 週間 2021/10/14（木）

 10/20（水） 

2021/ 
9/16（木） ￥7,500 昨年大好評 実際の書式を使って、実務の手

順をマスターできる講座です。 

基
礎 
か
ら 
学
ぶ 

給与計算
実務 8 2 週間 2022/1/20（木）

 2/2（水） 
2021/ 

12/17（金） ￥20,000 実際の書式を使って、業務上、 間違えやすい
ポイントを事例形式で解説します。 

社会保険
実務 12 3 週間 2022/2/10（木）

 3/2（水） 
2022/ 

1/17（月） ￥30,000 

従業員の採用時から退職時まで、会社が行う
社会保険の各種手続きや給付申請等、実際に
書類を作成しながらわかりやすく解説しま
す。 

労働保険
実務 6 2 週間 2022/3/10（木）

 3/23（水） 
2022/ 

2/10（木） ￥15,000 
従業員の採用時から退職時まで、会社が行う
労働保険の各種手続きや給付申請等を、実際
に書類を作成しながら解説します。 

 
 
＜ここがおススメ ＞ 
（１）オリジナル教材  テキストとトレーニングシート。（法人税・消費税入門はテキストのみ） 

講師の解説を聴いた後、トレーニングにチャレンジ  
（２）人気の講師陣   実務家としての顔も持つ、TAC の人気講師陣が集結  
           プロの講義をオフィスや自宅で味わえます  
（３）オンライン   視聴期間は 1 3 週間。期間内は、いつでも、何度でも視聴 

できます （スマホやタブレットで通勤中も視聴できます） 
 

   
 
 
 
 
＜お申込みの流れ＞ ※講座の説明をご希望する場合やＩＤの発行などはＰＮ社が行います 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

コロナ禍でも安心して受講！ 

【重要】セミナーは Web での動画配信となります。Youtube（ユーチューブ）等、他の動画配信サービスが問題なく見
られる環境（PC、タブレット、スマートフォン等）でご覧ください。 

のノウハウ満載  

東法連 
オリジナル 

講座説明 
（ご希望の場合 

PN 社より） 

研修申込 
（単位会→東法連） 

研修実施 
（単位会） 

※チラシデータは 
ＰＮ社より支給 

ご請求 
（東法連→単位会） 

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目２-18 TEL 03-5276-8887 

https://profession-net.com/ 
株式会社プロフェッションネットワーク 

（資格の学校 TAC と実務書籍の清文社の合弁会社） 

Mail pro@profession-net.com 担当 白石・古賀   

利用者の声 
・オンライン研修は初めてで不安だったが、視聴マニュアルがあり、操作も簡単でした 
・実務で作成する書類の手順がわかった。仕事で疑問がでたら、テキストを見直そうと思います 
・「なぜその処理が必要か 」の理屈をわかりやすく説明していただきスッキリしました ※東京法人会連合会管轄 

ＰＮ社 コンテンツ導入実績 

17 単位会 

オンライン研修 （税務・労務） 

※固定費はありません。参加者 1 名からご利用いただけます

募集終了 

募集終了 
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A ud i Jap an

Audi Audi  

S U P P O R T
A u d i

Audi A8 60 TFSI quattro

1 HP https:/ / www.tohoren.or.jp/ members/ 2020091110430.html
 QR Audi
  

2 Audi 

3 Audi 

Audi Japan

 
Audi

Audi

 
Audi

 

OS

A u d i A 8
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A u d i 

A u d i
Audi Audi 

Aud i
2-30-8 158-0086

TEL 03 5752-4444  FAX 03 3704-3339
https:/ / www.audi-setagaya.jp

Aud i
3-36-32 168-0072

TEL 03 5336-6841  FAX 03 3331-5820
https:/ / www.audi-suginami.jp

Aud i
1-6-38 105-8575

TEL 03 5440-5391  FAX 03 3457-6554

Audi
2-16-21 152-0002

TEL 03 5794-8011  FAX 03 3794-3771
https:/ / www.audi-meguro.jp

Aud i
1-2-38 135-0061

TEL 03 3534-4411  FAX 03 3534-2701
https:/ / www.audi-toyosu.jp

Aud i
1-9-8 132-0023

TEL 03 3652-9922  FAX 03 3652-9926
https:/ / www.audi-edogawa.jp

Aud i
3-31-3 171-0043

TEL 03 5964-4100  FAX 03 5964-1088
https:/ / www.audi-ikebukuro.jp

Aud i
1-1-1 182-0006

TEL 042 499-6830  FAX 042 499-6831
https:/ / www.audi-chofu.jp

Aud i
3-13-9 187-0001

TEL 042 348-7007  FAX 042 348-7008

Audi
MID

1-1-4 121-0076
TEL 03 5851-0055  FAX 03 5851-7800
https:/ / www.audi-adachi.jp

Audi
3-11-15 252-0234

TEL 042 768-8300  FAX 042 768-8305

Aud i
3-1-1 177-0032

TEL 03 5910-7660  FAX 03 5910-7661

Audi
2-39-20 190-0011

TEL 042 511-2610  FAX 042 511-2611

A ud i e -t ro n  Sp o rt b ack
Audi e-tron Sportback 55 quattro S line   12,910,000
Audi Audi e-tron Sportback

A ud i A 8

A ud i e -t ro n
Audi e-tron 55 quattro S line   12,560,000
Audi DNA

10% 2022 7

Audi A8 60 TFSI quattro   880,000   250,000 Audi e-tron Sportback 
55 quattro S line   330,000 Audi rings&   190,000   260,000 Audi e-tron 55 quattro S line  15   
9.5J 21 265/ 45R21   150,000   260,000   250,000 Audi 

Aud i City 
4-3 102-0094

TEL 03 3234-3261  FAX 03 3234-3262

Audi e-tron 55 quattro S lineAudi e-tron Sportback 55 quattro S line

Audi A8 60 TFSI quattro

A ud i A 8
Audi A8

Audi
Audi A8 60 TFSI quattro   16,350,000

Audi 
4-30-1 191-0024  

TEL 042 843-4570  FAX 042 843-4571
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ワンプライス中古車リースのお問い合わせ・お申し込み先

お問い合わせの際、必ず「ご加入の法人会名」をお申し出ください。

都内法人会 会員の皆様へ

ワンプライス中古車リース

車両本体価格 登録時手数料 登録時車検整備費用 納車陸送費 自動車税(リース期間分)、重量税(初回分)、
自賠責保険料(初回分)

※北海道 沖縄     納車 場合  別途陸送費用相当額   上記   料 ＜６年    場合 月額540円(税込)＞を加算させていただきます。
離島 納車対象外地域        場合       

<ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ>
   料 

含まれるもの

   契約終了時 
取り扱いについて

車両 返却  契約終了となります。 (※買取はできません)

※お客さまのご要望により再リース(1年間再契約)いただく事も可能です。
    車両 状態   使用継続 困難    当社 判断  時   再契約 応            

ボディタイプを選ぶだけの簡単クルマ選び！

選べる タイプ
６年（月々均等７２回払い）ファイナンスリース
車検２年付（ライトバンは車検１年付）５

タイプを選んで申込 車両をご提案 ご契約

車両ご提供条件

契約時走行距離 １０万km未満

契約時経過年数 ８年以内

修復歴の有無 無し

・お問合せ時点での在庫車両をご案内させていただきます
ので、車種・走行距離等の個別指定はできません。

・使用歴は自家用/営業用/レンタカーのいずれかとなります。
・納車時までに車検整備（定期点検整備）を実施いたします。

※ 記載のリース料は全て税込の金額です。
※ 車両画像はイメージです。月額 7,700円 月額 12,100円

月額 9,900円 月額 13,200円

軽乗用 ＜2WD・AT＞
[車種の一例] アルト、ミラ、eKワゴン等

軽箱バン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] ハイゼットカーゴ、エブリイバン等

コンパクト ＜2WD・AT＞
[車種の一例] フィット、デミオ、ノート等

軽バン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] アルトバン、ミラバン等

ライトバン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] プロボックスバン、ＡＤ等

上記は法人向けリース料となります。個人向けマイカーリースは別途
お見積りいたしますので、下記までお気軽にお問合せください。

※     自動車保証（１年間）付 詳細  問 合       ※記載 範囲内（初度登録 走行距離） 車両 提供          ※初年度登録年月・走行距離・使用歴・ﾎﾞ
ﾃﾞｨｶﾗｰ 装備 車台番号 車両写真等 車両情報  提供車両 提案       際 当社      連絡         契約前  確認       ※   契約成立後  解約 
きません。※本   掲載    料 2021年10月時点(消費税10%込み)    料   消費税法 改正   場合      料 予告  変更  場合         了承     
※   契約  審査 必要      審査 結果  要望  応                      了承     

0120-094-773 オリックス自動車
マイカーデスク第二課
担当：梶村

[受付時間]平日9時～17時
（土・日・祝日休み）

月額 12,100円
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◆ビジネスレンタカーの特徴◆

法人（会員企業）のみなさま お問い合わせについて

レンタカーのご案内

◆      法人会会員  優待料金◆ 車種 一例   本   掲載 料金 【消費税10％込み】の料金   
消費税法 改定   場合 料金 予告  変更  場合     。

カーシェアリングのご案内

月に数回多忙な
日     

メリット
①

社有車 
たりない 時   

メリット
②

出張先での
移動 足   

メリット
③

◆カーシェアリングの特徴◆

安 楽
●WEB・モバイルからカンタン予約
●カード1枚でカーステーションの

全てのクルマが利用可能

●24時間365日貸出OK
●最短15分～利用可能

◆     料金    ◆

個人（役員・従業員・その家族）のみなさま お問い合わせについて

問合先      自動車株式会社 レンタカー本部 広域法人営業チーム
電 話 03-6436-6306（受付時間 平日9時 17時 土日祝日年末年始 除 ）
お問い合わせの際は、必ず「ご加入の法人会名」を申し出てください。

       利用方法  事前 会員登録 不要     
ご予約は「ホームページからの受付」か、下記予約センターへお電話のみと
なります。※ご予約の際は、必ず、下記プラン名でお問い合わせ下さい。
料金等詳細         覧下   
             自動車 東京都内 法人会             
http://car.orix.co.jp/affiliate_cp/wr/campaign/plan_tkyHojin/index.html

     自動車     予約    
0120-30-5543
（受付時間 平日8時 20時、土日祝日8時 17時）

カーシェアリングのご入会方法
     自動車(オリックスカーシェア)webサイトのトップ画面より
【ご入会はこちら】          入会申込手続  行  下   
その際、運転免許証とクレジットカードをご用意下さい。

【入会申込ページ】
http://orix-carshare.com/join/index.php
※「キャンペーン(識別)    欄  所定     必 入力       
     入力   場合 法人会 特典  享受        
コードについては、法人会ホームページに掲載の当サービスに関わるバナーからお入りいただき
「カーシェアリング(個人)」のページをご覧ください。

個人Ａプランのみ特典が適用されます。
※1 上記料金   消費税等額 含    
※2 個人プランには「A    以外  月額基本料 無料 時間料金(15分あたり)340円の「Bプラン」もございます。但し、上記特別特典は適用されません。

詳細はWEBサイトをご覧下さい。
※3 特典適用期間中  無料利用時間料金 適用        
※4 上記時間料金           料金   
※5 ６時間以内 予約 利用 場合 無料（   夜間   利用時 除 ）

法人（２４時間） 個人（２４時間） 個人ハイシーズン料金
KS タント・NBOX等  7,150  5,500  6,077  7,293
SA デミオ・フィット等  8,250  5,500  7,012  8,415
EA フィットハイブリット等  9,900  6,160  7,722  9,266

VA プロボックス等  10,450  5,500  7,106  8,527
VOA ライトエースバン等  11,550  6,710  7,161  8,593
VOC ハイエースバンロング等  15,950  8,580  7,975  9,570

商
用
車

車種例クラス

セレナ・ステップワゴン等

一般料金
（２４時間）

 11,330 20,900

法人会会員特別料金

WA

乗
用
車
ワ
ゴ
ン

 19,813 16,511

※ ハイシーズン期間は、4/29 5/5、7/22 7/25、8/7 8/15、12/30 1/3
※ 免責補償制度      安心   制度  加入  別途 申 付      

時間料金 ※4 距離料金 ※5
（15分あたり） （１ｋｍあたり）

法人 無料

個人Aプラン ※２ 840円 3ヶ月無料

月額基本料 ICカード
発行手数料

法人会会員特別特典

無料

ICカード
発行手数料

プラン
通常

月額基本料

1,050円 16円220円
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都内法人会 会員の皆様へ

LEXUS EXPERIENCE
一人ひとり のお客さまにご満足いただける、最高のレ ク サス体験を。

オーナーズラウンジイメ ージ

CARE MAINTENANCE
PROGRAM

CON NECTED クルマと 通信テクノロジーがつながる 便利さ を。

新車登録日から 3年間＊1＊2、点検及びメ ン テナンス

を無料で行います。＊3

EMERGENCY 万が一のと き、頼れる サポート がある 心強さ を。

OTHERS 他にも 多面的なサポート をご用意しています。

レク サスに関するご質問やご相談から 緊急時のサポート・ 手配

まで、レク サスケア 　コミュ ニケータ ー＊5が24時間365日、いつで

も 、どこ でも 、丁寧に対応するオーナー専用のコ ールセンタ ー。

ご自宅の電話や携帯電話から はもちろん、車内のハンズフリ ー

通話でも フリ ーコ ールでご利用いただけます。

どのモデルをお選びいただいても 、心から の安心と ご満足を

お約束いたし ます。

＊5.レクサスケアコミュ ニケータ ーと はお電話やG-Linkの通信機能を通じ て、オーナーのご要望に直

接お応えするオペレ ータ ー。レク サスに関する 豊富な知識はもちろん、各種情報の検索を迅速に行う

など、きめ細やかにご対応さ せていただきます。

＊1.初回車検の前日までです。＊2.自家用乗用車の場合です。＊3.こ のサービスは、新車をご購入いただき

まし たお客さ まに限り ご提供さ せていただきます。

LEXUS  TOTAL CARE

ド ライブサポート

ご紹介・ご予約サービス

お問い合わせ・ご相談サービス

レク サス ト ータルケアは全車標準装備。

LEXUS  OW N ER’S DESK レク サスならではのオペレ ータ ーサービス。

＊4.一部のサービスは、G-Linkへのご契約などの諸条件がございます。

詳しく はセールスコ ンサルタント までお問い合わせく ださ い。

レク サスオーナーズデスク  サービス内容＊4

美術館を 訪れたと きのよう に、静かな オーナーズラ ウン ジ で

ゆっ たり と 日本の技術の結晶をご堪能く ださ い。

スタ ッ フ のご案内も 、お客さ まのペースに合わせて行いますの

で、思い思いの時をお愉し みいただけます。

OW NER’S LOUNGE レク サスのこだわり 。

それは、クルマを愛するすべての方に

心地よい時間をお過ごし いただく こと 。

例えば旅行先の事故で、急遽ホテルにお泊まり になっても 、お

クルマで帰宅でき なく なっても 、ご心配あり ません。

レク サスオーナーズデスクと 連携して手配から 費用までバッ ク

アッ プ いたし ます。24時閻365日、オーナーの大切な 時間を

尊重し 、迅速な解決処理を行います。

LEXUS AUTOMOBILE POLICY PLAN オーナーをおまもりする堅い決意と

おもてなし の深い気持ちを込めた

レク サス専用自動車保険プラン。
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LEXUS Dealers List

一人ひとり のお客さまにご満足いただける、最高のレク サス体験を。

美術館を訪れたときのよう に、静かな店内でゆったりと

心地よい時間をお過ごしく ださ い。

①レク サス晴海

Tel. 0 120 -921447
〒104-0053  中央区晴海1-8-1

②レク サス青山

Tel. 0 120 -92958 4
〒107-0061  港区北青山2-5-8

③レク サス高輪

Tel. 0 120 -923126
〒108-0074  港区高輪3-23-10

④レ ク サス小石川

Tel. 0 3-3813-3331
〒112-0006 文京区小日向4-1-1

⑤レク サス渋谷（ 仮店舗）

Tel. 03-3464-0511
〒160-0022  新宿区新宿4-2-18

⑥レク サス新宿

Tel. 0 3-5155-1411
〒169-0072  新宿区大久保2-5-17

⑦レク サス深川

Tel. 0 120 -921744
〒135-0016  江東区東陽7-2-15

⑧レク サス江戸川

Tel. 03-5878-4111
〒134-0081  江戸川区北葛西4-25-22

⑨レク サス足立

Tel. 0 120 -921827
〒121-0012  足立区青井5-13-8

⑩レク サスと きわ台

Tel. 0 120 -921941
〒173-0037  板橋区小茂根3-1-3

⑪レ ク サス練馬

Tel. 03-5945-0 111
〒179-0081  練馬区北町3-17-5

⑫レク サス荻窪

Tel. 0 120 -922149
〒167-0034  杉並区桃井1-26-18

⑬レク サス浜田山

Tel. 0 120 -698777
〒168-0065  杉並区浜田山4-5-8

⑭レク サス若林

Tel. 0 120 -777432
〒154-0023  世田谷区若林3-13-1

⑮レク サス用賀

Tel. 0 120 -921547
〒158-0098  世田谷区上用賀5-13-6

⑰レク サス目黒

Tel. 0 3-5768 -6111
〒152-0003  目黒区碑文谷2-11-17

⑱レク サス雪谷

Tel. 0 120-921613
〒145-0067  大田区雪谷大塚町9-16

⑳レク サス西東京

Tel. 0 42-460 -3 111
〒188-0004  西東京市西原町4-2-2

㉑レ ク サス東大和

Tel. 0 42-590 -2212
〒207-0021  東大和市立野2-16-3

㉒レク サス三鷹

Tel. 0 120-922763
〒181-0014  三鷹市野崎4-3-53

⑲レク サス池上

Tel. 0 120-777472
〒146-0093  大田区矢口3-9-6

㉓レク サス府中

Tel. 0 120-922916
〒183-00 05  府中市若松町1-7-10

㉖レク サス八王子

Tel. 0 42-655-7111
〒192-0055  八王子市八木町2-16

㉔レ ク サス多摩

Tel. 0 42-339-7115
〒206-0011  多摩市関戸2-32-10

⑯レク サス等々力

Tel. 0 120-92178 4
〒158-0091  世田谷区中町1-10-13

㉗レク サス町田

Tel. 0 120 -923098
〒194-0004 町田市鶴間8-2-1

㉘レク サスCPO足立

Tel. 0 120 -69530 0
〒121-0012  足立区青井5-5-13

㉕レク サス昭和の森

Tel. 0 42-50 0-1135
〒196-0002  昭島市拝島町3975-1

㉙レ ク サス東京ガレ ージ荻窪

Tel. 0 120 -126511
〒168-0081  杉並区宮前1-20-22

㉚レク サスCPO 昭和の森

Tel. 0 42-50 0 -1227
〒196-0002  昭島市拝島町3975-1

レ ク サス店舗およ び販売車種一覧はこち ら

レクサスご購入時に特典をご用意しております。

※掲載車両は2022年12月現在のも のです。※掲載の写真は一部合成です。※ボディ カ ラ ーおよ び内装色は撮影、印刷イン キの関係で実際の色と は異なって見えるこ と があり ます。
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⑳

⑬
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㉓

㉗

㉔

㉑

㉕㉚

⑪

㉘

⑮

⑯

⑥

⑱

⑲

⑰
③

② ①
⑭

⑤

④

⑧
⑦

⑫

㉙

⑩

㉒

都内法人会 会員の皆様へ

※特典の対象は東京都内の

レ クサス店舗に限り ます。

新車およびCPOがご優待の対象です。レクサスご購入時に特典をご用意しております。提携特別
ご優待

特典のご利用は、東京法人会連合会サイト  会員専用ページの「 レ ク サス

成約特典プログラム」から のお申し 込みと なり ます。

CPO（ Certified Pre-Owned）と は、レ ク サスの名にふさ わし い

中古車をお求めのお客様のために生まれた

レ ク サス認定中古車です。

CPO の詳し い情報・ 在庫車両一覧はコ チラ

https://lexuscpo.jp
お申し 込み・ お問合せは ［  https://www.tohoren.or.jp ］
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FAX 03-3944-5290
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