
 三井住友信託銀行の民事信託サポートサービスの拡大 

  三井住友信託銀行三井住友信託銀行  

「民事信託」実務家支援セミナー「民事信託」実務家支援セミナー  
開催のご案内開催のご案内  

 現在、超高齢社会の到来により、高齢者における財産管理・承継がますます重要な課題
となっています。こうした中、最近では、特に家族・親族を受託者とする、いわゆる「民事信
託（家族信託）」が急速に普及しています。 

 本セミナーでは、民事信託に携わる、または関心がある士業等の皆さまを対象に、   
民事信託組成者にとって不可欠な信託法の基本的な考え方と、他の財産管理承継制度
との併用による総合的な高齢者財産管理スキームのあり方を中心に解説します。         

 また、高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用や、健全な信託の普及を目指して
弊社が実施している各種サポートとその今後の展開についてもご紹介します。  

参加費無料 

開催日時 

 

平成３０年１月１５日（月） 

１４:００～１７:００（開場１３:３０） 

会 場 三井住友信託銀行 本店５階大会議室（裏面の会場案内図をご覧ください。） 

定 員 １５０名（先着順） 

プログラム（予定） 

 

 
 
 

 民事信託の理解を深めるための信託法の基礎 講演１ 

講師：田中 和明       

民事信託に携わるまたはご関心がある士業等の皆さまへ 信託活用事例セミナー信託活用事例セミナー  

予約制 

講演４ 

講師：八谷 博喜   

三井住友信託銀行法務部顧問  一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士（経営法） 

元法務省法制審議会臨時委員（信託法部会） 東北大学法学部客員教授  

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 

講演２ 

講師：遠藤 英嗣   

「家族民事信託」他の財産管理承継制度との総合的併用を考える  
遠藤家族信託法律事務所弁護士 元蒲田公証役場公証人 
日本成年後見法学会常任理事  

講演３ 

講師：瀧  俊雄    

 高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用 

株式会社マネーフォワード 取締役Ｆｉｎｔｅｃｈ研究所長 

三井住友信託銀行 プライベートバンキング部  

         成年後見・民事信託分野専門部長 



会場案内 

≪交通アクセス≫ 
●ＪＲ東日本 「東京駅」 丸の内北口 徒歩 約５分 
●東京メトロ 丸の内線「東京駅」徒歩約６分 
    東西線「大手町駅」徒歩約３分 
    半蔵門線「大手町駅」徒歩約６分 
    千代田線「大手町駅」徒歩約６分 
●都営地下鉄 三田線「大手町駅」徒歩 約７分 

三井住友信託銀行 本店５階大会議室 
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  
三井住友信託銀行本店ビル 

こちら側の入り口から、エスカレーターで 
３階受付にお上がりください。 

 

≪入館方法≫ 

・ビル内の案内に従い、３階の当社受付へお越しください。 
・当社総合受付の右横に「セミナー専用受付」を設置しており

ます。 
・受付にてお名刺を１枚ご提出ください。入館証をお渡ししま

すのでエレベーターで５階会場までお進みください。 

お申し込み方法 

下記の「セミナー参加申込書」の全項目をご記入いただき、ＰＤＦに変換後、ファイルを添付いただく
か、メール本文に同内容（参加ご希望の会場名を含む）をご記入いただき、Ｅメールで当社申込専
用アドレスあてご送信ください。 

締切 

 １ 
１２ 

pbseminar@smtb.jp 申込専用アドレス 

個人情報の利用目的について 
本セミナーへのお申し込みで知り得たお客さま個人情報につきましては、主催者（三井住友信託銀行）からのセミナーのご案内、
その他商品、サービスのご案内に関する参考資料としてのみ使用し、他の目的には使用しません。また、お客さまの同意がある
場合を除き、第三者へ提供しません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。 

先着順 

三井住友信託銀行株式会社プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局あて 

セミナー参加申込書   「民事信託」実務家支援セミナー  （1/15開催） 東京会場用 

事務所名・ 

会社名・団体名  

 連絡先電話番号  

－     －  

 ご氏名  ご所属  ご役職名 

セミナーご参加者②    

セミナーご参加者③    

セミナーご参加者④    

このセミナーをお知りになったきっかけ  □ダイレクトメール     □その他（                        ） 

□三井住友信託銀行からの勧誘 

   （部署名）                  支店・部 

   （担当者名） 

セミナーご参加者①    

下記「個人情報の取り扱いについて」を承諾のうえ、申し込みます。 

お問い合わせ先 

三井住友信託銀行プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局  
 ＴＥＬ ０３－３２８６－８４９３ （電話時間：平日 9：00～17：00）  



 三井住友信託銀行の民事信託サポートサービスの拡大 

  三井住友信託銀行三井住友信託銀行  

「民事信託」実務家支援セミナー「民事信託」実務家支援セミナー  
開催のご案内開催のご案内  

 現在、超高齢社会の到来により、高齢者における財産管理・承継がますます重要な課題
となっています。こうした中、最近では、特に家族・親族を受託者とする、いわゆる「民事信
託（家族信託）」が急速に普及しています。 

 本セミナーでは、民事信託に携わる、または関心がある士業等の皆さまを対象に、   
民事信託組成者にとって不可欠な信託法の基本的な考え方と、他の財産管理承継制度
との併用による総合的な高齢者財産管理スキームのあり方を中心に解説します。         

 また、高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用や、健全な信託の普及を目指して
弊社が実施している各種サポートとその今後の展開についてもご紹介します。  

参加費無料 

開催日時 

 

平成３０年１月３１日（水） 

１４:００～１７:００（開場１３:３０） 

会 場 住友ビルディング １１階 大会議室（裏面の会場案内図をご覧ください。） 

定 員 １５０名（先着順） 

プログラム（予定） 

 

 
 
 

 民事信託の理解を深めるための信託法の基礎 講演１ 

講師：田中 和明       

民事信託に携わるまたはご関心がある士業等の皆さまへ 信託活用事例セミナー信託活用事例セミナー  

予約制 

講演４ 

講師：八谷 博喜   

三井住友信託銀行法務部顧問  一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士（経営法） 

元法務省法制審議会臨時委員（信託法部会） 東北大学法学部客員教授  

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 

講演２ 

講師：遠藤 英嗣   

「家族民事信託」他の財産管理承継制度との総合的併用を考える  
遠藤家族信託法律事務所弁護士 元蒲田公証役場公証人 
日本成年後見法学会常任理事  

講演３ 

講師：瀧  俊雄    

 高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用 

株式会社マネーフォワード 取締役Ｆｉｎｔｅｃｈ研究所長 

三井住友信託銀行 プライベートバンキング部  

         成年後見・民事信託分野専門部長 



お申し込み方法 

下記の「セミナー参加申込書」の全項目をご記入いただき、ＰＤＦに変換後、ファイルを添付いただく
か、メール本文に同内容（参加ご希望の会場名を含む）をご記入いただき、Ｅメールで当社申込専
用アドレスあてご送信ください。 

締切 

 １ 
２９ 

pbseminar@smtb.jp 申込専用アドレス 

個人情報の利用目的について 
本セミナーへのお申し込みで知り得たお客さま個人情報につきましては、主催者（三井住友信託銀行）からのセミナーのご案内、
その他商品、サービスのご案内に関する参考資料としてのみ使用し、他の目的には使用しません。また、お客さまの同意がある
場合を除き、第三者へ提供しません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。 

先着順 

三井住友信託銀行株式会社プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局あて 

セミナー参加申込書   「民事信託」実務家支援セミナー  （1/31開催） 大阪会場用 

事務所名・ 

会社名・団体名  

 連絡先電話番号  

－     －  

 ご氏名  ご所属  ご役職名 

セミナーご参加者②    

セミナーご参加者③    

セミナーご参加者④    

このセミナーをお知りになったきっかけ  □ダイレクトメール     □その他（                        ） 

□三井住友信託銀行からの勧誘 

   （部署名）                  支店・部 

   （担当者名） 

セミナーご参加者①    

下記「個人情報の取り扱いについて」を承諾のうえ、申し込みます。 

お問い合わせ先 

三井住友信託銀行プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局  
 ＴＥＬ ０３－３２８６－８４９３ （電話時間：平日 9：00～17：00）  

会場案内 

≪交通アクセス≫ 
●地下鉄 御堂筋線 淀屋橋駅 ４号出口より徒歩３分 

●四つ橋線 肥後橋駅 1-Ａ出口より徒歩５分 

住友ビルディング １１階 大会議室 

大阪市中央区北浜４丁目５番３３号   

※三井住友信託銀行 大阪本店営業部が入居している
ビルです 

 

住友ビルディング 



 三井住友信託銀行の民事信託サポートサービスの拡大 

  三井住友信託銀行三井住友信託銀行  

「民事信託」実務家支援セミナー「民事信託」実務家支援セミナー  
開催のご案内開催のご案内  

 現在、超高齢社会の到来により、高齢者における財産管理・承継がますます重要な課題
となっています。こうした中、最近では、特に家族・親族を受託者とする、いわゆる「民事信
託（家族信託）」が急速に普及しています。 

 本セミナーでは、民事信託に携わる、または関心がある士業等の皆さまを対象に、   
民事信託組成者にとって不可欠な信託法の基本的な考え方と、他の財産管理承継制度
との併用による総合的な高齢者財産管理スキームのあり方を中心に解説します。         

 また、高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用や、健全な信託の普及を目指して
弊社が実施している各種サポートとその今後の展開についてもご紹介します。  

参加費無料 

開催日時 

 

平成３０年２月１５日（木） 

１４:００～１７:００（開場１３:３０） 

会 場 三井住友信託銀行 栄ガスビル７階大会議室（裏面の会場案内図をご覧ください。） 

定 員 １００名（先着順） 

プログラム（予定） 

 

 
 
 

 民事信託の理解を深めるための信託法の基礎 講演１ 

講師：田中 和明       

民事信託に携わるまたはご関心がある士業等の皆さまへ 信託活用事例セミナー信託活用事例セミナー  

予約制 

講演４ 

講師：八谷 博喜   

三井住友信託銀行法務部顧問  一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士（経営法） 

元法務省法制審議会臨時委員（信託法部会） 東北大学法学部客員教授  

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 

講演２ 

講師：遠藤 英嗣   

「家族民事信託」他の財産管理承継制度との総合的併用を考える  
遠藤家族信託法律事務所弁護士 元蒲田公証役場公証人 
日本成年後見法学会常任理事  

講演３ 

講師：瀧  俊雄    

 高齢者財産管理分野におけるＦｉｎｔｅｃｈの活用 

株式会社マネーフォワード 取締役Ｆｉｎｔｅｃｈ研究所長 

三井住友信託銀行 プライベートバンキング部  

         成年後見・民事信託分野専門部長 



お申し込み方法 

下記の「セミナー参加申込書」の全項目をご記入いただき、ＰＤＦに変換後、ファイルを添付いただく
か、メール本文に同内容（参加ご希望の会場名を含む）をご記入いただき、Ｅメールで当社申込専
用アドレスあてご送信ください。 

締切 

 ２ 
１３ 

pbseminar@smtb.jp 申込専用アドレス 

個人情報の利用目的について 
本セミナーへのお申し込みで知り得たお客さま個人情報につきましては、主催者（三井住友信託銀行）からのセミナーのご案内、
その他商品、サービスのご案内に関する参考資料としてのみ使用し、他の目的には使用しません。また、お客さまの同意がある
場合を除き、第三者へ提供しません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。 

先着順 

三井住友信託銀行株式会社プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局あて 

セミナー参加申込書   「民事信託」実務家支援セミナー  （2/15開催） 名古屋会場用 

事務所名・ 

会社名・団体名  

 連絡先電話番号  

－     －  

 ご氏名  ご所属  ご役職名 

セミナーご参加者②    

セミナーご参加者③    

セミナーご参加者④    

このセミナーをお知りになったきっかけ  □ダイレクトメール     □その他（                        ） 

□三井住友信託銀行からの勧誘 

   （部署名）                  支店・部 

   （担当者名） 

セミナーご参加者①    

下記「個人情報の取り扱いについて」を承諾のうえ、申し込みます。 

お問い合わせ先 

三井住友信託銀行プライベートバンキング部 信託活用事例セミナー事務局  
 ＴＥＬ ０３－３２８６－８４９３ （電話時間：平日 9：00～17：00）  

会場案内 

三井住友信託銀行 栄ガスビル７階大会議室 
   愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル７階  

※三井住友信託銀行名古屋営業部が入居しているビルです 

≪入館方法≫ 

・ビル1階エントランスより、共用エレベータで直接７階会場へ
お越しください。 

・受付にてお名刺を１枚ご提出ください。 

栄ガスビル 

≪交通アクセス≫ 
●名古屋市営地下鉄 

 栄駅  徒歩５分 

 矢場町駅 徒歩３分 


