
 

平成 28年 12月 1日 

 

「経営者のための事業承継・Ｍ＆Ａセミナー」の開催について 

～「千葉・武蔵野アライアンス」提携施策～ 

千葉銀行（頭取 佐久間 英利）と武蔵野銀行（頭取 加藤 喜久雄）は、「千葉・武蔵野アライア

ンス」※  に基づく提携施策として、平成 29年 2月 28日（火）、「経営者のための事業承継・Ｍ＆

Ａセミナー」を開催いたしますので、お知らせします。 

本セミナーでは、経営者の高齢化が進んでいるという現状を踏まえ、事業承継対策の実例やＭ＆

Ａ活用法を専門家が詳しく解説いたします。また、Ｍ＆Ａに関する最新情報のご提供や両行の成約

事例もご紹介いたしますので、事業承継問題を抱えている経営者の方やＭ＆Ａにより更なる会社の

成長を志向する経営者の方はぜひご参加ください。 

本セミナーの概要は下記のとおりです。 

記 

名 称 経営者のための事業承継・Ｍ＆Ａセミナー 

日 時 平成 29年 2月 28日（火）14：00～16：30（開場 13：30） 

会 場 
室町ちばぎん三井ビルディング 15階 多目的ホール 

（東京都中央区日本橋室町 1-5-5） 

内 容 

【第 1部】中堅・中小企業のためのＭ＆Ａ活用法 

講師：株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 執行役員金融法人部長 鈴木 安夫 氏 

【第 2部】千葉銀行・武蔵野銀行の関与事例で学ぶ事業承継・Ｍ＆Ａ最前線 

 講師：千葉銀行 法人営業部、武蔵野銀行 地域サポート部 

主 催 千葉銀行、武蔵野銀行 

共 催 
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株式会社ちばぎん総合研究所、 

株式会社ぶぎん地域経済研究所 

参加費 無 料 

定 員 50名 

なお、当行は、平成 29年 2月 16日（木）にも千葉会場（木更津市潮浜）にて同様のセミナーを

開催いたします。 

両行は、今後も地域のお客さまの利便性向上や地域社会のさらなる発展のため、さまざまな提携

施策をスピード感をもって検討し、実行してまいります。 

※平成 28年 3月に締結した包括提携契約。 

以 上 

 



セミナー概要セミナー概要セミナー概要セミナー概要

第第第第1111部部部部

中堅・中小企業のためのＭ＆Ａ活用法

日 程

2017年2月16日（木）

14：00～16：30 （受付開始13：30）

場 所

木更津商工会議所 3階 研修室

(千葉県木更津市潮浜1-17-59)

参 加 費 無料

定 員 50名(先着順)

【講師】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
執⾏役員⾦融法⼈部⻑ 鈴⽊ 安夫氏

【株式会社日本M&Aセンター】会社概要

●本社所在地：東京都千代田区丸の内１－８－２ 鉄鋼ビルディング24階

●事業内容 ：M&A（企業の譲渡・譲受）支援業務

●ホームページ ： http://www.nihon-ma.co.jp/

第第第第2222部部部部

千葉銀⾏の関与事例で学ぶ事業承継・Ｍ＆Ａ最前線
【講師】株式会社千葉銀⾏ 法⼈営業部 推進支援グループ Ｍ＆Ａ担当

オーナーオーナーオーナーオーナー社長社長社長社長のののの「「「「想想想想いいいい」」」」をををを紡紡紡紡ぐぐぐぐＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

� 成長戦略、事業拡大戦略としての事業承継とＭ＆Ａ

� 社員、取引先、家族が喜ぶ事業承継とＭ＆Ａ

� ハッピーリタイヤのための事業承継とＭ＆Ａ

共催共催共催共催

株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行、、、、株式会社日本株式会社日本株式会社日本株式会社日本M＆＆＆＆Aセンターセンターセンターセンター

木更津商工会議所木更津商工会議所木更津商工会議所木更津商工会議所、、、、千葉県税理士協同組合千葉県税理士協同組合千葉県税理士協同組合千葉県税理士協同組合、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ちばぎんちばぎんちばぎんちばぎん総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所

千葉県内開催



■■■■開催日時開催日時開催日時開催日時 2017201720172017年年年年2222月月月月16161616日日日日（（（（木木木木）））） 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030（（（（受付開始受付開始受付開始受付開始13131313：：：：30303030））））

■■■■会会会会 場場場場 木更津商工会議所木更津商工会議所木更津商工会議所木更津商工会議所 3333階階階階 研修室研修室研修室研修室

千葉県木更津市潮浜千葉県木更津市潮浜千葉県木更津市潮浜千葉県木更津市潮浜1111----17171717----59595959

※最寄駅からのアクセス⇒ＪＲ内房線⽊更津駅⻄⼝より徒歩19分
お⾞でお越しの⽅⇒館⼭⾃動⾞道「⽊更津南ＩＣ」より約10分
専⽤の駐⾞スペースには限りがございますのでご注意ください。

参加費：無料

株式会社千葉銀⾏、株式会社⽇本M＆Aセンター
⽊更津商⼯会議所、千葉県税理⼠協同組合、株式会社ちばぎん総合研究所

経営者のための事業承継・M&Aセミナー

貴社に

ついて

貴社名

部署・

お役職

ご参加者名
様 他 名様

所在地

〒

ご希望の

ご連絡先

□携帯電話 □会社

□自宅

メール @

宜しければご関心のある

項目を選択してください

□自社の譲渡を考えたい □他社の買収を考えたい □事業承継について考えたい

E-mailから

ＦＡＸから FAX.FAX.FAX.FAX. 043-245-2124
下記事項下記事項下記事項下記事項をごをごをごをご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、

FAXFAXFAXFAXをおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。

おおおお申込申込申込申込・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

※お申込は先着順で受付いたします。定員（50名）を超えてご参加いただけない場合のみ、当行よりご連絡いたします。

※お客さまからご記入いただいた個人情報は、当行とＭ＆Ａ業務における当行の提携機関である「㈱日本Ｍ＆Ａセンター」の間で共有いたします。また

ご記入いただいた内容につきましては、各種サービスのご案内・ご提供のためにのみ利用し厳重に保管・管理し、使用の目的が終了したのち廃棄いたし

ます。

【本セミナーに関するお問合せ先】

株式会社千葉銀行 法人営業部 推進支援グループ（担当：高岸・笠川・松原・片桐）

ＴＥＬ：０４３-３０１－８４２５ MAIL：eikaima3@chibabank.co.jp

株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行 法人営業部法人営業部法人営業部法人営業部 推進支援推進支援推進支援推進支援グループグループグループグループ Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ担当担当担当担当 行行行行

MAIL.MAIL.MAIL.MAIL. eikaima3@chibabank.co.jp
下記事項下記事項下記事項下記事項をををを本文本文本文本文にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、

メールをおメールをおメールをおメールをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。

ｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝ ﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸ

共催



セミナー概要セミナー概要セミナー概要セミナー概要

第第第第1111部部部部

中堅・中小企業のためのＭ＆Ａ活用法

日 程

2017年2月28日（火）

14：00～16：30 （受付開始13：30）

場 所

室町ちばぎん三井ビルディング15階

(東京都中央区日本橋室町1-5-5)

参 加 費 無料

定 員 50名(先着順)

【講師】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
執⾏役員⾦融法⼈部⻑ 鈴⽊ 安夫氏

【株式会社日本M&Aセンター】会社概要

●本社所在地：東京都千代田区丸の内１－８－２ 鉄鋼ビルディング24階

●事業内容 ：M&A（企業の譲渡・譲受）支援業務

●ホームページ ： http://www.nihon-ma.co.jp/

第第第第2222部部部部

千葉銀⾏・武蔵野銀⾏の関与事例で学ぶ
事業承継・Ｍ＆Ａ最前線

【講師】株式会社千葉銀⾏ 法⼈営業部 推進支援グループ Ｍ＆Ａ担当
株式会社武蔵野銀⾏ 地域サポート部 ソリューション営業室

オーナーオーナーオーナーオーナー社長社長社長社長のののの「「「「想想想想いいいい」」」」をををを紡紡紡紡ぐぐぐぐＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

� 成長戦略、事業拡大戦略としての事業承継とＭ＆Ａ

� 社員、取引先、家族が喜ぶ事業承継とＭ＆Ａ

� ハッピーリタイヤのための事業承継とＭ＆Ａ

主催主催主催主催：：：：株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行、、、、株式会社武蔵野銀行株式会社武蔵野銀行株式会社武蔵野銀行株式会社武蔵野銀行

共催共催共催共催：：：：株式会社日本株式会社日本株式会社日本株式会社日本M＆＆＆＆Aセンターセンターセンターセンター、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ちばぎんちばぎんちばぎんちばぎん総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所

株式株式株式株式会社会社会社会社ぶぎんぶぎんぶぎんぶぎん地域経済研究所地域経済研究所地域経済研究所地域経済研究所

東京都内開催



■■■■開催日時開催日時開催日時開催日時 2017201720172017年年年年2222月月月月28282828日日日日（（（（火火火火）））） 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030（（（（受付開始受付開始受付開始受付開始13131313：：：：30303030））））

■■■■会会会会 場場場場 室町室町室町室町ちばぎんちばぎんちばぎんちばぎん三井三井三井三井ビルディングビルディングビルディングビルディング15151515階階階階

東京都中央区日本橋室町東京都中央区日本橋室町東京都中央区日本橋室町東京都中央区日本橋室町1111----5555----5555

※最寄駅からのアクセス
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅
ＪＲ総武線快速「新⽇本橋」駅

参加費：無料

主催：株式会社千葉銀⾏、株式会社武蔵野銀⾏
共催：株式会社⽇本M＆Aセンター、株式会社ちばぎん総合研究所

株式会社ぶぎん地域経済研究所

経営者のための事業承継・M&Aセミナー

貴社に

ついて

貴社名

部署・

お役職

ご参加者名
様 他 名様

所在地

〒

ご希望の

ご連絡先

□携帯電話 □会社

□自宅

メール @

宜しければご関心のある

項目を選択してください

□自社の譲渡を考えたい □他社の買収を考えたい □事業承継について考えたい

E-mailから

ＦＡＸから FAX.FAX.FAX.FAX. 043-245-2124
下記事項下記事項下記事項下記事項をごをごをごをご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、

FAXFAXFAXFAXをおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。

おおおお申込申込申込申込・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

※お申込は先着順で受付いたします。定員（50名）を超えてご参加いただけない場合のみ、当行よりご連絡いたします。

※お客さまからご記入いただいた個人情報は、㈱千葉銀行、㈱武蔵野銀行、Ｍ＆Ａ業務における両行の提携機関である「㈱日本 Ｍ＆Ａセンター」の

間で共有いたします。またご記入いただいた内容につきましては、各種サービスのご案内・ご提供のためにのみ利用し厳重に保管・管理し、使用の目的

が終了したのち廃棄いたします。

【本セミナーに関するお問合せ先】

株式会社千葉銀行 法人営業部 推進支援グループ（担当：高岸・笠川・松原・片桐）

ＴＥＬ：０４３-３０１－８４２５ MAIL：eikaima3@chibabank.co.jp

株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行株式会社千葉銀行 法人営業部法人営業部法人営業部法人営業部 推進支援推進支援推進支援推進支援グループグループグループグループ Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ担当担当担当担当 行行行行

MAIL.MAIL.MAIL.MAIL. eikaima3@chibabank.co.jp
下記事項下記事項下記事項下記事項をををを本文本文本文本文にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、

メールをおメールをおメールをおメールをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。

ｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝｴｲｶｲｴﾑｴｰｻﾝ ﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸﾁﾊﾞﾊﾞﾝｸ

共に地下通路直通


	■281201Ｍ＆Ａセミナー
	281201

