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姉妹書

寄与分は
どこまで認められる？

国際相続は
どうやるの？

とりあえず相続放棄、で
ホントに大丈夫？大丈夫？
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Method 11Method 11 ▶ 裁判所に申述するだけ、ではない　 裁判所に申述するだけ、ではない　─相続放棄相続放棄

ColumnColumn ▶ 相続放棄と再転相続 相続放棄と再転相続
Method 12Method 12 ▶ 誰も使わない？　限定承認　 誰も使わない？　限定承認　─限定承認限定承認

Method 13Method 13 ▶ 将来を見据えた遺言を作成せよ　 将来を見据えた遺言を作成せよ　─遺言の方式・遺言の中身遺言の方式・遺言の中身

ColumnColumn ▶ エンディングノート エンディングノート
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Method 14Method 14 ▶ 遺言能力を疑え　 遺言能力を疑え　─遺言能力遺言能力

Method 15Method 15 ▶ 遺言書があっても遺産分割はできます　 遺言書があっても遺産分割はできます　─遺言と遺産分割遺言と遺産分割

Method 16Method 16 ▶ 遺言執行は誰のため？　 遺言執行は誰のため？　─遺言執行遺言執行

Method 17Method 17 ▶ 遺留分を極めてこそプロ　 遺留分を極めてこそプロ　─遺留分遺留分

Method 18Method 18 ▶ 相続と税金は切っても切れない間柄　 相続と税金は切っても切れない間柄　─相続と税金相続と税金

Method 19Method 19 ▶ 国際相続は他人事ではない　 国際相続は他人事ではない　─国際相続関係国際相続関係

Method 20Method 20 ▶ 金融機関はどこまで対応してくれる？　 金融機関はどこまで対応してくれる？　─金融機関対応金融機関対応

Method 21Method 21 ▶ 会社に争族を持ち込ませるな　 会社に争族を持ち込ませるな　─事業承継事業承継

ColumnColumn ▶ 中小企業経営承継円滑化法の遺留分特例の運用状況 中小企業経営承継円滑化法の遺留分特例の運用状況

Method 01Method 01 ▶ 初期対応を誤るな　 初期対応を誤るな　─相続事件の心構え相続事件の心構え

Method 02Method 02 ▶ 見通しを立てて臨め　 見通しを立てて臨め　─手続の選択手続の選択

Method 03Method 03 ▶ 利益相反くれぐれもご用心　 利益相反くれぐれもご用心　─利益相反利益相反

Method 04Method 04 ▶ 戸籍はドラマ　 戸籍はドラマ　─相続人の探し方 相続人の探し方 
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Method 06Method 06 ▶ 錯綜する関係者をまとめ上げろ　 錯綜する関係者をまとめ上げろ　─相続人の整理相続人の整理

Method 07Method 07 ▶ 甘い見通しはトラブルのもと　 甘い見通しはトラブルのもと　─特別受益・寄与分特別受益・寄与分

Method 08Method 08 ▶ 株式・不動産の評価は踊る　 株式・不動産の評価は踊る　─株式・不動産の評価株式・不動産の評価
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ColumnColumn ▶ 法定相続情報証明制度 法定相続情報証明制度
Method 10Method 10 ▶ 戦場は家裁だけじゃない　 戦場は家裁だけじゃない　─遺産分割❷遺産分割❷

Method 11 ▶ 裁判所に申述するだけ、ではない　─相続放棄

Column ▶ 相続放棄と再転相続
Method 12 ▶ 誰も使わない？　限定承認　─限定承認

Method 13 ▶ 将来を見据えた遺言を作成せよ　─遺言の方式・遺言の中身

Column ▶ エンディングノート
Column ▶ お墓の相続～祭祀承継～

Method 14 ▶ 遺言能力を疑え　─遺言能力

Method 15 ▶ 遺言書があっても遺産分割はできます　─遺言と遺産分割

Method 16 ▶ 遺言執行は誰のため？　─遺言執行

Method 17 ▶ 遺留分を極めてこそプロ　─遺留分

Method 18 ▶ 相続と税金は切っても切れない間柄　─相続と税金

Method 19 ▶ 国際相続は他人事ではない　─国際相続関係

Method 20 ▶ 金融機関はどこまで対応してくれる？　─金融機関対応

Method 21 ▶ 会社に争族を持ち込ませるな　─事業承継

Column ▶ 中小企業経営承継円滑化法の遺留分特例の運用状況

Method 01 ▶ 初期対応を誤るな　─相続事件の心構え

Method 02 ▶ 見通しを立てて臨め　─手続の選択

Method 03 ▶ 利益相反くれぐれもご用心　─利益相反

Method 04 ▶ 戸籍はドラマ　─相続人の探し方 

Method 05 ▶ 相続財産を探し漏らすな　─相続財産（等）の探し方

Column ▶ 生命保険協会への弁護士会照会が終了
Method 06 ▶ 錯綜する関係者をまとめ上げろ　─相続人の整理

Method 07 ▶ 甘い見通しはトラブルのもと　─特別受益・寄与分

Method 08 ▶ 株式・不動産の評価は踊る　─株式・不動産の評価

Column ▶ 地番って何だ？
Column ▶ 生命保険と相続財産・税金の問題

Method 09 ▶ 遺産分割キホンのキ　─遺産分割❶

Column ▶ 法定相続情報証明制度
Method 10 ▶ 戦場は家裁だけじゃない　─遺産分割❷

相続事件21（059923）2018.1 SE
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

キ　リ　ト　リ　線

書　　　　名 価格 部数

こんなところでつまずかない！ 弁護士21のルール

こんなところでつまずかない！ 離婚事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）

定価2,700円（本体2,500円）［052316］

部

こんなところでつまずかない！ 不動産事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）［059980］

［056846］

部

こんなところでつまずかない！ 相続事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）［059923］ 部

こんなところでつまずかない！ 交通事故事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）［056853］ 部

部
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Contents

先輩弁護士の
成功・失敗談から学んで、

相続事件で、
もうつまずかない！

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて
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長方形


	059923_cat
	back

