
税理士法人ＮＥＸＴ主催  相続税セミナー 

 

 

 

 
 

日
時 

6 月24 日（土） 

10：00～11：30 
（受付開始 ９：３０） 

 

場
所 

ＯＫＢふれあい会館 

４階小会議室 405 
岐阜市薮田南 5丁目 14番 53号 
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定
員 

限定３０名 

参加無料 

最新の相続情報から考える賢い相続対策 
～トラブルなく孫へ財産を残す方法～ 

ここは押さえたい！平成２９年相続最新情報 

・驚愕！あの大都市より相続申告割合が高い岐阜県の財産事情。 

・ご存知ですか？広大地評価の改正 対策は今年までです。 

第
１
部 

かわいい孫に財産を残す賢い方法 

・孫を養子にするのは有効？養子縁組の最高裁判決の影響とは。 

・かわいい孫に感謝されたい！財産を少しでも多く残す方法とは。 

第
２
部 

詳細は別紙チラシを 

ご確認ください 

 

〒500-8364 

岐阜市本荘中ノ町１丁目１番地 

税理士法人  ＮＥＸＴ 

株式会社  ＮＥＸＴ岐阜 

社会保険労務士法人 ＮＥＸＴ 
TEL．058-275-3550(代) 
FAX．058-275-3557 
E-Mail．info@next-gifu.jp 

TEL．058-275-3555(代) 
FAX．058-275-3556 
E-Mail．info@next-zei.jp 
E-Mail．Sharoushi@next-zei.jp 



弊社は本製品（周辺機器及び、記憶メディア含む）に記憶されているデータ
ソフトウェアプログラム等に関していかなる保証もいたしません。
弊社スタッフが作業する前にあらかじめバックアップなどの処置を講じられますよ
うお願い申し上げます。
尚、作業後発⽣する不具合には別途技術作業料⾦がかかりますのでご了承下さい。
データバックアップご依頼後の元データ・バックアップデータに関しましても弊社
はいかなる保証もいたしませんのでご了承下さい。

システムソリューション部
〒500-8364 岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
TEL058-275-3550 FAX058-275-3557

パソコンなどのトラブルに迅速・丁寧に対応いたします。パソコンで困ったらお電話ください。・・・ご相談はもちろん無料です。

OAサポート出張料⾦
出張料⾦＋サポート及び修理する前
の確認料⾦です。

技術作業料⾦
原因究明からトラブル解決にか
かる料⾦です。
※保守加入の場合は半額

部品・消耗品
作業に必要な部品・
消耗品の代⾦となり
ます。

トータルサポート料⾦
ご了承いただいてから作業を⾏います。
作業完了後ご請求します。

基本出張エリア OAサポート出張料⾦（出張訪問料⾦）
◆基本出張エリア

OAサポート出張料⾦ ¥5,000 （税別） 保守加⼊の場合は無料

◆エリア外OAサポート出張料⾦ （⼀般・保守加⼊）別途⾒積り

※ 天災・⽕災・改造等によるトラブルは対応できない場合がございます。※ 他社購⼊の場合もご加⼊できます（20％割増しです）。
※ 万が⼀パソコン内部のデータに⽀障が⽣じた場合は（データ消失、データ異常）当社では保証できませんのでご注意ください。
※ 上記料⾦は全て”税別”価格となります ※平成29年５⽉１⽇現在の価格です。

⽉額￥2,000(1台) で安⼼︕ OAサポート出張料⾦は無料! 技術料⾦も半額︕

トラブル解決︕ＰＣ設定から導⼊、メンテナンスまで、⼀貫してサポートします。
貴社のITコンサルティングとしてご利⽤ください････ＩＴ有効活⽤を提案します。

３台以上対象の場合 会社全体・ネットワークもフルサポート

パソコン１台から対応〜

⽉額￥5,000〜 で完全サポート︕複数台数の加⼊は総合保守として別途お⾒積もりいたします
会社全体をサポートします︕安全で快適なパソコン環境を提案します。パソコン・ネットワーク障害等総合的にサポートいたします。
３台目から、複数台数の加入は総合保守としてお⾒積もりいたします。年間保守契約いただくことにより安⼼と特別価格をお約束。
保守契約に当たっては、お客様のＰＣ機器構成の状況により異なります。OAサポート出張料金は無料!技術料金も半額！

☎058-275-3550

◆パソコン初期設定・再セットアップ
・パソコンの初期設定＋プリンタ設定・ネットワーク設定・データ移⾏ーー ¥30,000 作業時間 :2時間

・Windowsの再インストール作業 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ¥20,000 作業時間 :2時間

・データのバックアップ・復元作業(リカバリ作業時に同時作業する場合)ー ¥10,000 作業時間 :1時間（容量1TB以上は加算）

◆オンサイト 技術作業料⾦（下記トラブルや設定作業を⾏います） ¥5,000 作業時間 :1時間毎
ハードウェア・設定の障害の切り分け/ エラーの調査・確認/ ソフトウェア障害復旧/ 設定の調整 / メーカーへの修理⼿配

インターネット接続設定/ メール設定/ 各種ソフトウェアのインストール及び設定/ 各種プリンタ・複合機の設定

ルーター設定/ ネットワーク構築/ プリンタのネットワーク設定/ 無線アクセスポイントの設定 / 周辺機器の設置・設定

◆ソフトウェア操作説明（出張ソフトウェア操作説明） ¥20,000 時間:2時間

Windowsの基本操作説明/ インターネット・メールの操作説明/ 各ソフトウェアの操作説明（ソフトウェアによります）

◆ウィルス対策・スパイウェア駆除（ソフトウェア別途必要）

ウイルス対策・駆除作業 / セキュリティ診断 ¥10,000 時間:1時間
◆データ消去（PCのデータを削除します）

データ消去料（引き取り料含む）1台 ¥3,000

岐⾩市 瑞穂市 岐南町 ⽻島市 ⼭県市 各務原市 ⼤垣市 揖斐郡 関市 美濃市・・・
愛知県⼀宮市 江南市⼀部 稲沢市⼀部 ⽝⼭市⼀部 （左図参照ください）

わずかな⾦額で⼤きな被害を防ぐことが期待されます︕パソコンの故障をいち早く判断し、修正可能なものは即対応︕
貴社の業務が滞る事無いように⼀元化された保守対応をしていきます。技術作業料⾦に関しても特別料⾦で対応いたします。

1年に1回の出張パソコン点検・診断を定期的に⾏うサービスです。もちろんスポット的な障害対応もいたします。
Windowsのアップデート・セキュリティソフトの定義ファイル確認・ハードディスクのエラーチェック・点検をいたします。

㈱NEXT岐阜 システムソリューション部
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なんの樹？ 

GWのお休み中に、富士山のふもとで行われ

てました富士山芝桜まつりに行ってきました。 

富士山と芝桜のベストショットを狙ってまし

たが、会場にいる間はずーっと富士山の上の方

に雲がかかったままでした。クッキリ富士山に

は出会えませんでしたが、お天気も良く、芝桜

も見事に真ピンクに咲いていて、とてもキレイ

でした。 

版画家 廣江嘉郎 氏 の作

品です。 

版画ならではの独特な味わい

があります。 

田内 久美 撮影 

服部 悟 撮影 

子供の野球の練習で、母校の小

学校にいきました。昔から校庭に

ある大きな樹の写真です。 

色々な方に樹の種類を訪ねまし

たが、判りませんでした。 

コンクリートで補修されていま

すが、昔と変わらない堂々とした

姿でした。 

山藤 眞一 撮影 

「 富士山 」（長尾峠） 



★゜･｡｡･゜゜･｡｡･゜☆゜･｡｡･゜゜･｡｡･゜★ 新入社員紹介 ★゜･｡｡･゜゜･｡｡･゜☆゜･｡｡･゜゜･｡｡･゜★ 

ＮＥＸＴグループに３人の新入社員が仲間入り致しましたので、ご紹介させていただきます。 

精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

①生年月日   ②趣味   ③社会人になって思うこと   ④今後の抱負   ⑤今一番やってみたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所営業日 

６ 
ＪＵＮ  2017 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

    1 2 3 

      ボーリング大会 

4 5 6 7 8 9 10 
   

    

11 12 13 14 15 16 17 

   若手サークル    

18 19 20 21 22 23 24 

      相続税セミナー 

25 26 27 28 29 30  

       

《編集委員》大塚・浅野・東谷・可児・下斗米 

岸本
きしもと

 麻美
あ さ み

 
①S61.8.28(おとめ座)       ②ネイルアート 

③社会人になり 10年以上になります。営業職は初めてですが、テレアポや新規営

業、心折れる事なく続けるメンタルが必要なんだなと実感しました。 

④早く仕事を覚え、自分の知識として身につけ、一人前の営業マンになりたいです。 

⑤新規のお客様の獲得。「私が一から開拓したんだ」という胸を張れる営業。 

東
あずま

 彩乃
あ や の

 
①H10.11.23(いて座)       ②書道、音楽鑑賞、カメラ 

③働くことの大変さ、親の存在の大きさ 

④日々初心を忘れず、仕事に励みます。ご指導よろしくお願いします。 

⑤温泉旅行 

石川
いしかわ

 雄
ゆう

介
すけ

 
①Ｈ2.12.28(やぎ座)       ②土いじり、ネットサーフィン、ゲーム 

③勉強する時間を意識しないと難しい 

④速く一本立ちする 

⑤キツネ村に旅行 


