
◆破産事件の実務においてつまずきや◆破産事件の実務においてつまずきや
すいポイントをすいポイントを、先輩弁護士が21の先輩弁護士が21の
メソッドごとに体験談を紹メソッドごとに体験談を紹介！

◆申立代理人・破産管財人双方の体◆申立代理人・破産管財人双方の体
験談を掲載験談を掲載！
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思わぬトラブルを
回避するには？

A5判／212頁　定価：本体2,500円＋税

こんなところでつまずかない！こんなところでつまずかない！

破産事件2121のメソッド破産事件21のメソッド
東京弁護士会東京弁護士会 親和全期会　編著親和全期会　編著

A5判／212頁　定価：本体2,500円＋税

東京弁護士会 親和全期会　編著

も好評発売中！

『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！交通事故事件21のメソッド』
『こんなところでつまずかない！離婚事件21のメソッド』
『こんなところでつまずかない！不動産事件21のメソッド』
『こんなところでつまずかない！相続事件21のメソッド』

姉妹書

東京弁護士会 親和全期会　編著

否認権の
行使って
どうするの？

申立てが遅れると
生じるリスクは？

財産調査のコツって？

つまずかない
シリーズ
第6弾！

本書の特色



Method 10Method 10 ▶ 財団債権・優先的破産債権財団債権・優先的破産債権 ─区別と順位付け、ちゃんとできますか？区別と順位付け、ちゃんとできますか？

Method 11Method 11 ▶ 破産手続中の不測の事態 破産手続中の不測の事態 ─備えなくても憂いなし備えなくても憂いなし

Method 12Method 12 ▶ 否認権 否認権 ─慎重に検討し、やるとなったら迷いなく慎重に検討し、やるとなったら迷いなく

Method 13Method 13 ▶ 財産の調査 財産の調査 ─小さなことからコツコツと小さなことからコツコツと

Method 14Method 14 ▶ 自由財産の拡張 自由財産の拡張 ─事情検討は丁寧に事情検討は丁寧に

Method 15Method 15 ▶ 生命保険・私的年金 生命保険・私的年金 ─換価方法には要注意！換価方法には要注意！

Method 16Method 16 ▶ 不動産の売却 不動産の売却 ─誰か早く高く買ってくれませんか？誰か早く高く買ってくれませんか？

Method 17Method 17 ▶ 在庫保全 在庫保全 ─在庫を制する者は管財業務を制する（？）在庫を制する者は管財業務を制する（？）

Method 18Method 18 ▶ 破産者が使用していた自動車 破産者が使用していた自動車 ─換価か放棄か見極めは素早く換価か放棄か見極めは素早く

Method 19Method 19 ▶ 破産財団に帰属する労働債権 破産財団に帰属する労働債権 ─債権の種類の違いを意識して債権の種類の違いを意識して

Method 20Method 20 ▶ 把握・換価が困難な破産財団 把握・換価が困難な破産財団 ─それ、売れるかも！？それ、売れるかも！？

Method 21Method 21 ▶ 免責 免責 ─その人、本当に免責でいいですか？その人、本当に免責でいいですか？

Method 01Method 01 ▶ 受任にあたって 受任にあたって ─ヒアリングと委任契約は慎重にヒアリングと委任契約は慎重に

Method 02Method 02 ▶ 破産の回避 破産の回避 ─その破産申立、本当に必要ですか？その破産申立、本当に必要ですか？

Method 03Method 03 ▶ 受任後申立てまでにあたって 受任後申立てまでにあたって ─申立ては速やかに！申立ては速やかに！

Method 04Method 04 ▶ 申立書作成・予納金準備 申立書作成・予納金準備 ─郷に入っては郷に従え！ 郷に入っては郷に従え！ 

Method 05Method 05 ▶ 法人破産の申立て 法人破産の申立て ─個人破産との違いに注意個人破産との違いに注意

ColumnColumn ▶ 従業員への対応 従業員への対応
Method 06Method 06 ▶ 申立て時 申立て時 ─事前調査は手続の羅針盤事前調査は手続の羅針盤

ColumnColumn ▶ 開始決定までの期間 開始決定までの期間
Method 07Method 07 ▶ 管財業務一般 管財業務一般 ─迅速に着手せよ！迅速に着手せよ！

ColumnColumn ▶ 管理システム解除のタイミング 管理システム解除のタイミング
ColumnColumn ▶ 引継ぎ書類を選別せよ！ 引継ぎ書類を選別せよ！

Method 08Method 08 ▶ 破産開始後の事業の継続破産開始後の事業の継続 ─事業継続できるか否か、それが問題だ事業継続できるか否か、それが問題だ

Method 09Method 09 ▶ 債権調査 債権調査 ─債権の管理、さぼってませんか？債権の管理、さぼってませんか？

Method 10 ▶ 財団債権・優先的破産債権 ─区別と順位付け、ちゃんとできますか？
Method 11 ▶ 破産手続中の不測の事態 ─備えなくても憂いなし
Method 12 ▶ 否認権 ─慎重に検討し、やるとなったら迷いなく
Method 13 ▶ 財産の調査 ─小さなことからコツコツと
Method 14 ▶ 自由財産の拡張 ─事情検討は丁寧に
Method 15 ▶ 生命保険・私的年金 ─換価方法には要注意！
Method 16 ▶ 不動産の売却 ─誰か早く高く買ってくれませんか？
Method 17 ▶ 在庫保全 ─在庫を制する者は管財業務を制する（？）
Method 18 ▶ 破産者が使用していた自動車 ─換価か放棄か見極めは素早く
Method 19 ▶ 破産財団に帰属する労働債権 ─債権の種類の違いを意識して
Method 20 ▶ 把握・換価が困難な破産財団 ─それ、売れるかも！？
Method 21 ▶ 免責 ─その人、本当に免責でいいですか？

Method 01 ▶ 受任にあたって ─ヒアリングと委任契約は慎重に
Method 02 ▶ 破産の回避 ─その破産申立、本当に必要ですか？
Method 03 ▶ 受任後申立てまでにあたって ─申立ては速やかに！
Method 04 ▶ 申立書作成・予納金準備 ─郷に入っては郷に従え！ 
Method 05 ▶ 法人破産の申立て ─個人破産との違いに注意

Column ▶ 従業員への対応
Method 06 ▶ 申立て時 ─事前調査は手続の羅針盤

Column ▶ 開始決定までの期間
Method 07 ▶ 管財業務一般 ─迅速に着手せよ！

Column ▶ 管理システム解除のタイミング
Column ▶ 引継ぎ書類を選別せよ！

Method 08 ▶ 破産開始後の事業の継続 ─事業継続できるか否か、それが問題だ
Method 09 ▶ 債権調査 ─債権の管理、さぼってませんか？
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

事務所名

■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

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

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！ 破産事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）［065284］ 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

Contents

先輩弁護士の
成功・失敗談から学んで、

破産事件で、
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

キ　リ　ト　リ　線

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!

C
第一法規　破産事件21 検　索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞

詳 細・お申し込みはコチ詳 細・お申し込みはコチラ
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