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弁護士法人 髙瀬総合法律事務所

　「ものづくり中小企業を専門とする法律事務所を目指して」

SIC に新しく入居された企業様をご紹介します。

事業者の方々が安心して本業に専念できるよう、事後のトラブルはも
ちろん、トラブルを未然に防ぐためのサポートを行う“顧問弁護士”と
して、現在数十社のお客様と関わっています。
　

【これからの夢または目標は？】
　日本で唯一の「ものづくり中小企業を専門とする法律事務所」を目
指しています。これまで、そしてこれからも経済発展の礎となるのは
中小企業であり、その経営に“安心”を提供できる法律事務所として
活動していきたいと考えています。大手企業・中堅企業との取引では
相手の言いなりとなってしまう契約が数多くなされているのが実態で
あり、対等な取引をするための“戦略”は必ずあるはずです。「天職」
と感じている弁護士という仕事では、利益をもたらすための戦略立案
こそ最も重要だと考え、数手先を読みながらお客様と一緒になって
トラブルを解消し、ひいては地域の企業様とともに研鑽し、成長して
いきたいと思っています。

弁護士法人 髙瀬総合法律事務所
Desk⑩会員
URL : http://www.takase-law.com/

【代表プロフィール】
弁護士法人 髙瀬総合法律事務所
（相模原市緑区橋本）
代表　髙瀬 芳明（たかせ よしあき）
相模原市出身、町田市在住　３７歳
相模原市青年工業経営研究会会員

　2006年に弁護士登録し、法律事務所勤務、相模原中央総合法律事務
所設立を経て2013年に弁護士法人髙瀨総合法律事務所を設立し、現在
3名のスタッフの事務所の代表として活動されています。
　学生時代は陸上部で長距離走を、最近は『孫子の兵法』に興味を寄
せられているそうです。

【弁護士を目指したきっかけは？】
　東京大学農学部に在学中、少し浮世離れした研究人生よりも、実社
会との関わりが持てる仕事を意識しつつ、当時に取り組んでいた農業
経済分野の中の、「農業生産法人による農地所有」について研究を進
めていたことが法律の世界に入り込む一つのきっかけだったそうです。
その後、司法試験に合格、司法研修所を卒業されましたが、司法研修
所での期間はまさに“体が資本”の毎日だったとのこと。

【事業紹介】
　総合法律事務所として企業・法人の顧客に向けた案件を始めとして
特に民事事案全般に対応しています。企業・法人の法律関連では債権
回収、契約書作成・チェック、契約締結交渉、コンプライアンス、労
使問題から中小企業・起業家支援、海外案件まで幅広くカバーし、特
に取引先との契約締結については懇切丁寧な対応を心掛けています。

　　　≪JOB MEETS 1st≫
「就活生と企業の交流会」　開催！
● 開催日　平成２６年１０月７日（水）１４：３０～
● 場　所　サン・エールさがみはら　第一研修室
　詳しくは、サガツクナビ　Web サイトをご覧ください。
　　　　　　http://sagatukunavi.com/2015/top.html

≪トモとリエコのモノづくりサポーターズ≫
☆インターネットラジオで配信スタート！！☆

中小企業支援情報ポータルサイトのラジオ番組で、ＳＩＣ表面技術
研究所の須藤所長がパーソナリティを務めています。第四火曜日に
配信される３０分番組です。８月２６日に第１回がアップされてい
ます。　アドレスはこちら：http://c3.smallsun.jp/?p=3564　

 　　　　　　　顧問弁護士を置くメリット
１.早期対応！早期解決！
　　法的問題が生じたときに適任な弁護士を探すには、手間と時
　間がかかります。その結果、時機を逸してしまい、問題が深刻
　化する恐れも生じてきます。顧問契約を結んでいただきますと、
　顧問弁護士は、日頃から顧問先の事情に精通していますので、
　より早くより適切な解決方法を選択できます。
２.コスト削減！
　　中小企業では独自の法務部を持つことはコスト的に難しいと
　いうのが実情ですが、顧問弁護士は中小企業が独自の法務部を
　持つことと比べものにならない低コストで社内に法務部を持つ
　以上の効果を期待できます。
３.リスクヘッジ効果！
　　顧問契約を結んでいただきますと、顧問弁護士は、日頃から
　顧問先の事情や顧問先が属する業界と旧の問題に精通していま
　すので、新規事業を開始するときなどに生じうる法的リスクに
　関するアドバイスを日常的にさせていただくことが可能となり
　ます。
４.コンプライアンス経営に必要不可欠！
　　近年、コンプライアンス経営、つまり企業が法律や規則を遵
　守することが強く求められており、法律違反により企業の存続
　そのものを危機にさらしてしまうこともあります。

　最大のメリットは紛争の予防→無駄なコスト、時間の削減！
　　　　ホームページ上に、解決事例を掲載しています。



編集
後記

９月２５日（木）、待ちに待った秋の入居者交流会を開催いたします。只今、担当が企画を練っていますので、後日、チラシとメー
ルにてお知らせいたします。楽しみにしていてください。さて、いっきに秋の気配が漂ってまいりました。９月下旬頃には、また暑
さが戻る予報もあるようです。寒暖の差が激しくなりそうですので、皆さま、くれぐれもお体をご自愛くださいますよう。　　荻島
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≪宅配便専用ロッカーを設置！ ≫
☆　利用希望者を募集中です！！☆

　入居企業様の不在時、宅急便の受け取りにお困りになった事はあり
ませんか？　この度、宅配便専用ロッカーを設置いたしました。９月
１日（月）よりご利用頂けます。

● ロッカーのサイズ　内寸　Ｗ408　×　Ｄ463　×　Ｈ429　 
● 設置場所　　　　　ＳＩＣ-1　ロビー

● 使用開始可能日　   ９月１日（月）より　
● 利用可能企業数　　６企業まで　　お申し込み順
● 使用料金　　　　　800 円／月（税抜）
     　 ※稼働状況により、利用方法が変更になる事があります。　　
● 詳しくは、担当　大谷（内線 1116）又は　相場（内線 2011）
　 まで、　お問合せ下さい。

≪ＳＩＣ急場のお助け売店を開始します！ ≫
　今すぐ必要！コーナンまで買いに行けない！アスクルは明日になっ
てしまう！・・・・・の時に少しでもお役に立てればと、下記の品目
を販売いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【取扱い商品】　※今後ご要望により変更する事もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （税込価格）
● 蛍光灯（事務所用）　　    １本　　　　　　　　    1,000 円
●コピー用紙 　　　　    　   Ａ４　１包み（500 枚）　300 円
●ゴミ袋（半透明）　 　　　 45 L　１枚　　　　　　　10 円
　　　    　　　　　　　　　90 L　１枚　　　　　　　30 円
●箱ティッシュ　　　　　　1 箱（200 組 400 枚入）　  70 円
●ビニール傘　　　　　　　1 本　　　　　　　　　  350 円　
●電池　　　　　　　　　　単三　2 個　　　　　　　60 円
　　　　　　　    　　　　　単四　2 個　　　　　　　60 円
●ガムテープ　　　　　　　1 個　　　　　　　　　  250 円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●販売場所　　　SIC-2　事務室
●支払方法　　　現金
●詳しくは、担当　相場（内線 2011）まで、お問合せください。

《防災訓練のお知らせです。》
　下記日時に、各センターにおいて、防災訓練を行います。年に一度
の訓練ですので、皆さん、振るってご参加ください。

SIC-3　  10 月 8 日 ( 水 ) 10：30 ～  非難訓練・消火器の使い方講習
SIC-1.2   10 月 9 日 ( 木 ) 13：30 ～  非難訓練・起震車、煙ハウス体験

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。
お知らせお知らせ

≪会社のルールや仕組みを考える会≫
　　　　～働きやすい職場づくりを目指しませんか！？～

　社長さん！！お茶を飲みながらの勉強会に参加しませんか！？多少で
はありますが、毎回とっておきのお菓子などでお迎えします！！
　テーマは、「内部統制」！「内部統制」とは、法律や会計基準などの
社外ルールと経営理念、就業規則などの社内ルールに則った経営を行う
こと。今回は、業務管理（会計的視点を中心に）と労務管理に焦点をあて、
自社の「内部統制」の確立に向けた第一歩を踏み出していただきたいと
考えております。

● 講　　　師　川津文武（川津公認会計士事務所　代表）
　　　　　　　上野泰和　（（株）さがみはら産業創造センター）
● 開催日時　　第１回　        ９月    ９日（火）
　　　　　　　 第２回　　    ９月２６日（金）
　　　　　　　 第３回　　１０月１６日（木）
　　　　　　　 第４回　　１１月    ６日（木）
　　　　　　　 第５回　　１２月    ４日（木）
　　　　　　 　各回　１６時００分　-　１８時３０分
● 会　　　場　ＳＩＣ-２　大会議室
● 対象・定員　経営層の方　１２名（先着順　１社２名まで）
●受　講　料　 ２１，６００円（消費税、資料代、お菓子代を含む）
●お申し込み　ＳＩＣＨＰより受講申し込み書をダウンロードし、
　　　　　　　ご記入のうえ、メールにてお申し込みください。
●お問合せ先：  担当　上野（TEL:042-770-9119　内線 2002）

≪SIC ミニセミナー The HINT １５ ≫
【海外進出（初級編）】

　　　「外国語でのホームページや
　　　　　メールのやり取りの基本」

　グローバル化が進展する中、日本国内の中小企業であっても、海外
の企業や日本の現地法人の企業と外国語でやり取りをする機会が増加
しています。例えば、ホームページから自社製品の問い合わせを英語
で頂いた際に、「質問に対して、英語で的確に答えられているだろうか。
」、また、ホームページでの紹介を英語にした際に、「こちらの伝えた
い意図が、日本語のホームページ通りに英語で伝わっているだろうか。
」と不安になることもあるかと思います。
　今回のセミナーでは、技術翻訳等に長年携わった講師から、外国語

（英語を中心に解説します。）でのホームページやメールでのポイント
やノウハウをこれまでの実経験を踏まえて提供いたします。

● 講　　師　（株）コンテックス　 
　　　　　　　 代表取締役　近藤　千奈美 氏
● 開催日時　平成２６年９月１８日（木）
　　　　　　　　１７：３０-１９：００
　　　　　　　（個別相談会　１９：００～）
● 会　　場　SIC‐２　大会議室（Ａ）
● 募集人数　２０名（社）（先着順）　無料
●お申し込み・お問合せ先：SIC-１　担当　飯山・五島

SIC ミニセミナー開催予告（詳細は随時ご案内してまいります）

　　The HINT １６　平成２６年１０月２１日（火）【web 編】
　　　　　　　「中小企業のためのホームページ制作・発注・運営のポイント !!」
　　The HINT １７　平成２６年１１月１３日（木）【財務編】
　　　　　　　「損益分岐点が分かる !!」
　　The HINT １８　平成２７年１月１５日（木）【デザイン】
　　　　　　　「ものづくり企業のデザイン 活用の秘訣」
　今年度の SIC ミニセミナー「The HINT」開催スケジュールは
ＳＩＣホームページをご覧ください。

ご案内ご案内

ご意見箱のお返事
（ご意見）SIC-２　: 　自販機に特保飲料の販売を希望します。
　・胡麻麦茶　・特茶　・ヘルシアシリーズ　・コーラなど
○（回答）現在、SIC-2 １階の自販機に特定保健飲料「伊右衛門」を販
売中です。別の自販機メーカーで設置可能な特定保健飲料は、十六茶の
みですので、9月に入りましたら、SIC-1及びSIC-2の１階の自販機に設
置試行予定です。（販売数量が極端に少ない場合は入れ替えを検討いたします。)




