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不動産
主要ソリューション

■ADVANTAGE CLUB
■土地有効活用
■都心不動産
■地域創生商品

自社株
主要ソリューション

■持株会社・資産管理会社
■公益財団法人
■事業承継ファンド
■M&A

金融資産
主要ソリューション

■IFAによる
　金融商品運用サービス
■オペレーティングリース

ファミリーオフィス
ソリューション

■ファミリーオフィス
　サービス

1990
年代

2000
年代

2010
年代

2020
年代

1991年  9月

1999年  4月

（株）船井財産ドック 〈（株）船井総合研究所のグループ会社〉を設立

（株）船井財産コンサルタンツに商号変更

2000年10月

2002年  5月

2004年 7月

2008年10月

（株）船井エステート〈現：(株)青山綜合エステート〉を設立

ADVANTAGE CLUB(アドバンテージクラブ)がスタート

東京証券取引所マザーズ市場に上場

（株）プロジェストホールディングスを経営統合

2011年  1月

2012年  7月

2013年10月

2015年  5月

2016年  1月

　　　　8月

2017年  5月

　　　　10月

2019年 2月

　　　　12月

Aoyama Wealth Management Pte.Ltd.をシンガポール共和国に設立

(株)船井財産コンサルタンツの商号を（株）青山財産ネットワークスに変更

（株）日本資産総研を経営統合

東京証券取引所第二部に市場変更

新生青山パートナーズ（株）〈(株)新生銀行との合弁会社〉を設立

（株）事業承継ナビゲーター〈（株）日本M＆Aセンターとの合弁会社〉を設立

PT Aoyama Zaisan Networks INDONESIAをインドネシア共和国に設立

地域創生事業 第1号案件「Komatsu A×Z Square(こまつアズスクエア)」を竣工

（株）キャピタル・アセット・プランニングと資本業務提携

（株）青山財産ネットワークス九州
〈HACグループ及び篠原公認会計士事務所グループとの合弁会社〉を設立

2020年  9月

　　　　10月

2021年  1月

2021年  9月

不動産特定共同事業者協議会 会長就任

(株)青山フィナンシャルサービスを設立

(株)青山ファミリーオフィスサービスを設立

創立30周年

私たちは最適な財産構成を実現する
プロフェッショナルです

お客様の円滑な相続・事業承継をサポートいたします
ありたい

「100年後もあなたの
ベストパートナー」で

私たちは、「財産」と「未来」を守る総合財産コンサルティング会社です。
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当社は1991年に船井総合研究所のグループ会社として、事業をスタートしました。

不動産ソリューションを提供する財産コンサルティング会社として事業を拡大。

2008年に事業承継コンサルティングを行う、プロジェストホールディングスと経営統合することで、

2つのコンサルティングサービスを提供できる、上場企業としてオンリーワンの体制が整いました。

国内外で事業を拡大し、2021年に創立から30周年を迎えました。

History of the
Company

沿革

当社グループは公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、一級建築士、不動産鑑定士など
国家資格を有する専門家が150名以上在籍しています。

財産に関わるプロフェッショナルが「不安」を「安心」に転換します。

経営者
（企業オーナー）

事業の承継には「経営の承継」と
自社株を含めた「財産の承継」の
２つの側面があります。これらを
円滑に承継するためのご支援と、
一族全体の理念や価値観の承継を
支援する、非財産分野のサポートも
行っています。

金融資産家

金融資産家の財産構成はキャッシュ
に偏っており、相続税負担が重くなる
傾向があります。そこで財産の承継や
リスク許容度などを考慮して、国内外
の不動産と金融資産を組み合わせる
ことにより、将来を見据えた最適な
ポートフォリオをご提案します。

地 主

主要財産の不動産における収益
アップ、不動産の有効活用、収益
不動産への組み換えなど、最適な
財産構成をご提案します。また、
相続に向けた準備と共に相続発生
時の対応など、多岐にわたる課題
解決もお手伝いします。

総合財産
コンサルティング

承継

運用 管理



「長期的な視点」と
「幅広い視野」で次世代・
次々世代まで伴走し、
サポートします
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当社のコンサルティングの特徴Feature

私たちが目指すのは、中長期にわたるお客様の
財産保全・資産形成の実現です。そのために、あらゆる角度から
トータルコンサルティングとサポートを行います。

私たちがご提案する
コンサルティングサービス

お客様にとって最適な財産構成を実現するために行うのが総合財産コンサルティングです。
私たちは全体最適の視点から最適な財産構成を構築するため、

主要な8つのサービスをご用意しています。

100年コンサルティング

次々世代まで、100年先を見据え、
お客様の長期的な資産形成に伴走
財産承継や事業承継の手法の中には、目先は解決したつもりでも、
将来に課題を先送りしてしまうケースもあります。
私たちは、次世代・次々世代まで財産を守るという視点で、円滑な承継や
運用方法を提案します。
各分野の専門家による安定した組織力を持つ私たちだからこそ、将来に
わたってお客様と伴走し続けられます。

「保険」「土地活用」「不動産運用」など、相続対策や資産運用の商品は世の中に多数あります。個々は優れた商品や手法であっても
「部分最適」で積み上げていくと、組み合わせによっては課題解決ができず、全体でマイナスとなる可能性もあります。
私たちは「全体最適」の視点で、同族法人も含めたファミリー全体の相続対策から事業承継まで、中長期的な計画と実行の
お手伝いをします。

全体最適

多様な商品・手法を最適な組み合わせで「トータルプランニング」

現経営者

次世代経営者資産価値
事業規模

時間

100年コンサルティング

財産の承継・運用・管理でお客様に伴走

次々世代経営者

現ご当主

次世代ご当主

次々世代ご当主

「全体最適」それぞれのお客様に合わせた財産の承継・運用・管理を提案

トータルプランニング

「部分最適」単体ではプラスでも全体ではマイナスになることも・・・

A案

B案

C案 D案

F案

E案

A社

B社

C社 D社

E社

F社

総合財産コンサルティング

コンサルティングサービスにDXを活用

経営者向け
財産コンサルティング

金融資産家向け
財産コンサルティング

地主向け
財産コンサルティング

主要な８つのサービス

ADVANTAGE
CLUB
不動産特定

共同事業法に基づく
不動産小口化商品の提供

購入
コンサルティング
不動産の購入から
売却までを

トータルサポート

地域創生
コンサルティング
官民連携による
公的不動産の
開発・運営

事業承継ファンド

赤字でも資産超過の
企業を対象に

ファンドを活用し支援

土地有効活用
コンサルティング
土地の有効活用の
プランニングと
実行の支援

ファミリーオフィス
サービス

一族の理念・価値観を
承継する

仕組み作りを支援

IFAによる金融商品
運用サービス
長期的な

金融資産の運用を
コンサルティング

STO事業

金融商品取引法に
基づく収益不動産を

裏付けとしたSTOの提供

当社はデジタルトランスフォーメーションを活用したコンサルティングに積極的に取り組んでいます。
時代に合わせたコンサルティングの質の向上に向けて、最先端の取り組みにもチャレンジをしています。

※1 ※2

※1 連結子会社（株）青山ファミリーオフィスサービスがサービスをご提供。　※2 連結子会社（株）青山フィナンシャルサービスがサービスをご提供。
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総合財産コンサルティングの流れConsulting
Flow

提案・プランニング相談・現状分析 実行・見直し

当社独自メソッドによる分析
財産評価：不動産、自社株、金融資産等
財産分析：相続税、キャッシュフロー、ポートフォリオ

お客様とすり合わせを行い
取り組む課題を決める

現状分析の為に
必要な資料の収集

ヒアリング
課題の

優先順位付け
実行

提案
様々なシミュレーションを行い

効果的な対策を選定

短期プラン 中長期プラン

検証・見直し現状分析 問題の抽出 問題を解決するための
課題を抽出

次世代・次々世代まで伴走しサポート

コンサルティングメニュー
お客様の現状分析結果を踏まえ、課題解決のための「相続対策」や「事業承継対策」の具体的なメニューを提案します。

■相続対策メニュー（一例）
事前対策 ～相続する前の準備～

事後対策 ～相続後にすること～

■納税資金準備対策
■土地の有効活用検証
■不動産共有の解消
■納税用不動産整備
■建築会社選定、プラン検証
■物納準備支援
■ロードサイドテナント誘致
■キャッシュフロー改善

■遺産分割対策
■借地・底地の整理
■資産管理会社（法人）の活用
■遺言書作成支援
■不動産（収益物件）の購入
■自社株式対策
■養子縁組、生前贈与
■不動産の売却、等価交換

■事業承継メニュー（一例）

■従業員又は役員持株会設立支援 
■自己株式取得実行支援 
■不動産M&Aの検討及び実行
■種類株式の導入支援 

■自社株式の株価試算
■所有する不動産の検証
■株式譲渡・贈与実行支援
■M&Aストラクチャーの策定支援

■組織再編の検討及び実行
■事業承継ファンド
■財務デューデリジェンス
■オペレーティングリース  

■不動産特定共同事業の活用
■成年後見人手続き支援
■不動産の組み換え（買い換え）
■民事信託支援
■転ばぬ先の杖コンサルティング
　サービス
■不動産の活用（再生）
■海外資産運用

■遺産分割支援 
■不動産売却

■二次相続を見据えた承継対策
■物納実行支援

■各種相続手続き支援

相続対策・事業承継・不動産活用など各分野のトップコンサルタントの知見を集約・
搭載したシステムです。お客様のデータ入力後、スピーディーな課題分析、対策の選択
肢の提示が可能です。5つの視点でコンサルティングの品質を常に一定レベル以上に
保持。分析のプロセスと時間を短縮した分、お客様の「想い」に寄り添い、丁寧にカスタ
マイズしていくコンサルティングに注力していきます。

5つの視点
「全体最適」を実現するための、
コンサルティングの考え方
私たちの総合財産コンサルティングは、「5つの視点」に基づいて進めて
まいります。それぞれの視点についてお客様の現状をヒアリングし、
課題を分析。課題解決策とその優先順位を見極め、ご提案を行います。
この5指標を網羅することで、「対策をし忘れて困った」という事態を
防ぎ、「全体最適」のプランニングが可能となります。
5つの視点で対策することが安心につながります。

ART システム

※ART(アート)システムの意味は、
　「A」AOYAMA（青山）・Asset（財産）、「R」Real（豊富なコンサルティング実績）、「T」Technology（技術）の融合

円滑な経営承継
■意志が反映された経営承継
■承継後も会社が成長発展していく環境の整備

1 円滑な財産承継
■意志が反映された財産承継
■家族内で争議なく財産を承継

2 相続税の納税資金の確保
■各相続人が円滑に納税
3

財産の運用と保全
■運用目的に応じた最適な資産形成
4 まさかへの備え

■病気、災害、経済環境の変化に安心して対応
5

1 円滑な
経営承継

3 相続税の
納税資金の確保

4

3

5 まさかへの
備え 2 円滑な

財産承継

3

3 3

ART システムにより課題の分析、 対策の選択肢を提示

4 財産の
運用と保全
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総合財産コンサルティングのための8つの主要サービス①Service

ファミリーオフィスサービス

非財産分野をコンサルティング
一族の持つ事業や財産、そして一族自身の永続を目指すにあたり、目に見える資産だけでなく、一族の持つ理念や
価値観、一体性、社会的信頼など、目に見えない資産の承継も重要だと当社グループは考えています。また、一族が
様々な局面で効果的にコミュニケーションをとり意思決定をするための仕組み作りが、一族が一体となって永続的な
繁栄を主体的に達成するためには不可欠です。連結子会社（株）青山ファミリーオフィスサービスでは、非財産分野の
資産を整理し、次世代に承継することを、ワークショップ、家族憲章の作成、一族会議体の企画・運営を通じ、一気
通貫で長期的にご支援します。

ご相談事例は
こちらからご覧いただけます▶

土地有効活用コンサルティング

最適化した有効活用を提案
財産コンサルティングを行う上で、土地の有効活用は切っても切り離せません。土地の有効活用のためのテナント出店
情報を一元集約して、お客様が所有する土地に最も有効な活用策をご提案し、課題を解決します。また、今後はデジタル
トランスフォーメーションを推進し、テナント出店情報とお客様の土地情報のマッチングから、タイムリーにお客様へ
最適な活用策をご提案します。また、企業が保有する不動産の活用（CRE戦略）もご支援しております。

■事例紹介

遊休地・収益性が低い
土地活用の提案を受けているが・・・

【ご相談】 【有効活用のマッチング】 【ご提案／課題解決】

最も有効な活用策をご提案数多くのテナント出店情報と
お客様データからマッチング

地主側、テナント側、両方の情報を生かした最適な有効活用をご提案します

購入コンサルティング

現状分析・提案から購入・保有・売却までのトータルサポートにより、高い顧客満足を実現

購入、保有、売却まで一気通貫でご支援
当社はお客様の不動産ニーズに対して購入目的を分析し、購入から保有、売却までのトータルサポートのご提案により、
高い顧客満足を実現いたします。業界における一般的な不動産購入時は、物件の購入までのサポートで終わってしまい、
保有時の管理サポートとは切り離されるケースが多く、購入者の負担と不満につながっていました。一方、当社では、
購入目的の分析、物件選定、物件管理、売却時期の検討、売却先の選定、売却後のサポートまで、一気通貫でご支援を
続けてまいります。また、首都圏から遠方のお客様にも一貫して対応してまいりますので、安心してご利用いただけます。

■購入コンサルティングのフロー図

・問題点の抽出課題の整理
・ヒヤリングシートにより
 不動産に対する情報の取得

・物件のご案内
・収支上の問題点の洗い出し
・物件の問題点と価格の
  妥当性を調査
・決済後のフォロー

・青山財産ネットワークス
  グループとして
  トータルサポート

・売却時と売却後のサポート

ADVANTAGE
CLUB

購入
コンサルティング

地域創生
コンサルティング 事業承継ファンド

土地有効活用
コンサルティング

ファミリーオフィス
サービス

IFAによる金融商品
運用サービス STO事業

不動産小口化商品、マーケットシェアNo.1

ADVANTAGE CLUB（アドバンテージクラブ）

財産コンサルティング事業の一環として、お客様の資産運用ニーズへの対応を図る目的から、不動産特定共同事業法に
基づく、不動産共同所有システム「商品名：ADVANTAGE CLUB」を開発し、不動産小口化商品として販売をしてい
ます。これまでの実績（2021年12月末時点）は組成累計額882億8,000万円、過去20年の年換算利回りは５％以上を
キープしています。マーケットシェアNo.1としてこれからも市場を牽引します。

任意組合
対象不動産

事業参加者

管理事務代行

不動産特定
共同事業者

理事長
（株）青山財産
ネットワークス

任意組合員

テナント

金
銭
出
資

取
得

賃
料

利
益
の
分
配

不動産の賃貸借形態は任意組合により異なる場合があります

詳しくは11ページをご覧ください。

■ADVANTAGE CLUBの構成

溜池山王 銀座花椿通り

非財産分野

相乗効果

財産分野

一族理念

I

IV

VI

V

個々人の
成長と育成

事業及び
財産の承継

II

III
事業経営と

一族財産の運用

ファミリー
ガバナンス

社会貢献

■ファミリーオフィスサービス
　6つの領域

07

※不動産特定共同事業法に基づく任意組合型における
　組成累計額シェア（2021年12月末時点）

現状分析 提案から購入 保有 売却

※
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総合財産コンサルティングのための8つの主要サービス②Service

09

STO事業

不動産への投資が簡単に

※STO事業において当社は不動産の供給と不動産管理を行う予定です。

赤字企業にも新たな選択肢を

事業承継ファンド

黒字事業であれば通常、後継者を見出すことが可能です。一方、赤字の場合は、親族、役員が引き継げず、M&Aもうまく
いかないことがほとんどです。特に事業が毀損しているにもかかわらず、所有する資産の価値が高く、高値が提示され
る場合には顕著です。経営者は縮小・撤退の判断を迫られますが、そこでご支援を行うのが「事業承継ファンド」です。
ファンドでは対象となる企業の規模縮小による事業承継の可能性を追求するほか、廃業の可能性が高い場合でも、
計画的に雇用の手当てを行い、経営者の財産を保全する施策をご提供します。

IFAによる金融商品運用サービス

１号案件 JR小松駅前複合施設「Komatsu A×Z Square」

官民連携による公的不動産の有効活用

地域創生コンサルティング

地方自治体などが保有する遊休地の有効活用を通じ、地方都市の活性化を目的として商品化した地域創生事業への
投資の機会を提供します。地方都市の活性化は日本が抱える大きな課題です。青山財産ネットワークスグループの
不動産特定共同事業法に基づくノウハウから、この課題を解消することによって、社会貢献につなげます。

長期的な資産運用をサポート
金融資産のコンサルティングは、連結子会社（株）青山フィナンシャルサー
ビスが中核を担います。同社は金融資産運用のコンサルティングを通じて、
青山財産ネットワークスとのグループ連携により、長期的な金融資産形成
に伴走します。また、世界有数の資産運用会社ディメンショナル・ファンド・
アドバイザーズの優れた運用手法を用いた国内公募投信を提案します。
さらに、充実した運用シミュレーションツールを用いて、最適な投資プラ
ンのご提案から、目的に応じた運用によって、人生の目標実現をサポート
します。

当社の地域創生第1号案件として事業化された石川県小松市のJR
小松駅駅前に複合施設「Komatsu A×Z Square」を不動産特定
共同事業法による特別目的会社（SPC）が開発。施設は地域経済
の活性化に加え、緊急時避難場所としても地域に貢献しています。

2号案件 敦賀駅西地区土地活用事業
「TSURUGA POLT SQUARE otta」

地域創生第2号案件としてJR敦賀駅の西地区に複合施設
「TSURUGA POLT SQUARE otta」を開発。2022年9月にグラ
ンドオープンの予定です。2024年には敦賀駅まで北陸新幹線が
延伸し、今後駅前の賑わい施設になることが期待されています。

ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズについて
同社は米国を中心に世界13拠点に1,400名超の従業員を配し、グループ全体の
資産運用額は約78兆円に達しています。設立は1981年。一貫した投資哲学に
よる40年超の運用実績を有しています。

■ご提案事例動画は
   こちらから
　ご覧いただけます

新たな投資の形として成長が期待されているのがSTO（セキュリティートー
クンオファリング）です。ブロックチェーン技術を用いて、デジタル化された証
券を発行し、商品としてご提供します。情報はデジタル帳簿に記録され、所有
や権利移転が担保される仕組みです。24時間365日いつでも投資が可能な
世界を目指しています。ブロックチェーン技術を持つ、Hash  Da sH  
Holdings（株）（ハッシュ ダッシュ ホールディングス）と資本業務提携を結び、
当社の不動産ノウハウを活かした事業展開を進めており、2022年中に、第1号
案件をご提供する予定です。

Hash DasH Holdingsについて
同社は非接触型の金融取引システム構築を得意とし、金融取引のアプリのユーザーインターフェースやユーザーエクスペリ
エンス開発から取引システム、更に勘定系、決済系システムに至るまで、一貫した自社開発を行っています。

経営状態は？

営業利益黒字

誰に継ぐかが課題

営業利益赤字
後継者より

縮小・撤退の判断が優先

■事業承継ファンド
　イメージ図

親族

役員【MBO】

第三者【M＆A】

縮小型承継

FUND

規模縮小による
事業承継の可能性を追求

廃業

経営者・雇用者の負担を
最小限に抑える施策をご提案

ADVANTAGE
CLUB

購入
コンサルティング

地域創生
コンサルティング 事業承継ファンド

土地有効活用
コンサルティング

ファミリーオフィス
サービス

IFAによる金融商品
運用サービス STO事業

（2021年12月末時点）



■アプリ上で
　募集案内を閲覧
■アプリ上で出資申込・
　契約手続

■アプリ上で収支報告などを確認
■チャット・ワークフロー機能での
　コミュニケーション
■アプリ上で分配金を確認

案件組成・募集

現状

ADVANTAGE
CLUBアプリ

契約・入金 期中管理 解散

■主な実績
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ADVANTAGE CLUBの概要Service

不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有システム「ADVANTAGE CLUB」は東京都内中心部の資産価値の高い
不動産を共同で購入し、不動産賃貸で収益を受け取る不動産賃貸システムです。

（任意組合金銭出資型）

お客様のニーズに合わせて、お客様が選定した物件※で組成することも可能です。ADVANTAGE CLUB同様、当社が任意組合の
理事長として運営するため、わずらわしい手間はかかりません。出資形態は金銭出資型／現物出資型の選択ができます。プライ
ベート任意組合の組成は2011年にスタートし、累計組合数は12組、累計管理資産は126.8億円とご好評いただいています。

プライベート任意組合 親族や限られたメンバーのみで任意組合を組成できます。

※当社基準をクリアした物件に限ります。

任意組合

の詳細はこちら

対象不動産

事業参加者

管理事務代行

不動産特定
共同事業者

理事長
（株）青山財産
ネットワークス

任意組合員

テナント

金
銭
出
資

取
得

賃
料

利
益
の
分
配

不動産の賃貸借形態は任意組合により異なる場合があります

中央区

品川区

千代田区

港区

文京区
新宿区

渋谷区

スマートフォンを活用した財産コンサルティングサービスの実現に向けてADVANTAGE CLUBのアプリケーションを導入します。
出資申込・契約をはじめ収支報告や分配金の確認なども可能になります。

資産価値の高い都内中心部の数十億円規模の不動
産が、１口1,000万円から投資が可能です。小口化に
よる投資のしやすさがポイントです。

1１口1,000万円からの投資
東京都内中心部の千代田区、中央区、港区を中心に資産価値
の高い対象物件を選定しており、物件は年間約3,000件以上
の不動産情報の中から、プロの目で厳選した優良物件です。

2 高い資産価値

都心の優良物件は価格賃料水準が高く、下落リスクが
小さいことも特徴です。また、稼働率も高いことから、
安定した年間利回りが魅力です。

3 安定した収益
隔月ごとの分配金は不動産所得、持分譲渡・償還が譲
渡所得として課税されます。また、相続発生時において
持分は、土地・建物として相続税の評価となります。

4 不動産税制の対象

相続発生時において、１口単位で相続人に分割が可能
です。現金・不動産の相続時に比べて、対応が簡便に
処理できます。

5 相続時の遺産分割が容易
テナント選別、管理会社選定、コスト管理など、様々な
専門ノウハウをもつ、青山財産ネットワークスグループ
がバックアップします。

6 安心の不動産管理体制

6つの特徴

■2019年11月組成
■出資総額13.6億円

本郷東大前II
■2019年10月組成
■出資総額12.8億円

日本橋本石町
■2019年6月組成
■出資総額26.6億円

港区芝

スマホアプリを導入へ

■収支報告書など郵送で受取
■メール・電話・郵送による
　コミュニケーション
■分配金情報など郵送で受取

■フローイメージ

■ADVANTAGE CLUBの構成 ■対象物件エリア

■メール・電話・郵送などでの
　募集案内確認
■紙ベースでの契約書に
　サイン

不動産特定共同事業法とは：不動産投資事業の健全な発展と投資家の利益保護を目的として平成7年4
月に施行されました。この法律は、事業を行う不動産会社（不動産特定共同事業者）に対して経営内容等
に厳しい条件を課しており、基準を満たした事業者だけに不動産の小口化商品の販売を許可しています。
さらに事業者は年に一回、事業報告書を作成したうえで許認可権者である国土交通大臣または都道府県
知事に提出し、厳しいチェックを受けなければなりません。

マーケットシェア約55％でNo.1
不動産特定共同事業法に基づく任意組合型における組成累計額シェアは約55％でNo.1です。
2002年から57組合を組成（2021年12月末時点、うち29組合が解散）しており豊富な実績を有します。
これからもマーケットシェアNo.1として市場を牽引してまいります。

■2021年12月組成
■出資総額32.6億円

溜池山王

■2020年8月組成
■出資総額9.2億円

新橋MEビル
■2020年12月組成
■出資総額13.6億円

新橋赤レンガ通り
■2020年12月組成
■出資総額31億円

京橋二丁目

■2021年6月組成
■出資総額8.1億円

市ヶ谷
■2021年6月組成
■出資総額35.5億円

大手町II
■2021年6月組成
■出資総額19.8億円

神田駅前
■2021年3月組成
■出資総額17.5億円

代々木上原II
■2021年9月組成
■出資総額49億円

銀座花椿通り

ADVANTAGE
CLUB

購入
コンサルティング

地域創生
コンサルティング 事業承継ファンド

土地有効活用
コンサルティング

ファミリーオフィス
サービス

IFAによる金融商品
運用サービス STO事業

一般社団法人 不動産特定共同事業者協議会の会長会社として、不動産特定共同
事業における業務の適正な運営の確保と、不動産特定共同事業の普及推進を
通じ、投資家の保護と不動産特定共同事業の健全な発展を目指します。

当社は一般社団法人 不動産特定共同事業者協議会の会長会社です。

※不動産特定共同事業法に基づく任意組合型における
　組成累計額シェア（2021年12月末時点）

（2022年リリース予定）

※



日本では、有力税理士法人、会計事務所を結ぶ全国ネットワークに

加えて、各金融機関と連携。全国のお客様に向けて

コンサルティングサービスを提供しています。

グローバル展開では、シンガポール、インドネシアに

海外子会社を設立。有力海外パートナーとも提携し、

今後もネットワークの強化に取り組み、サービス品質の向上を図ります。

国内外のネットワークから
良質なサービスを提供
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ネットワークNetwork Management Philosophy

代表取締役社長　蓮見正純

■本　　店／〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号
　　　　　　　　　　　  青山タワープレイス3階
■電　　話／03-6439-5800（代）　　 ■F A X／03-6439-5850
■設　　立／1991年9月17日　　   　■資本金／11億6,760万円
■従業員数／259名（グループ連結）

電車・徒歩でお越しの場合
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」4番出口より
徒歩3分（赤坂郵便局となり）
□4番出口は青山ツインビルB1から「赤坂郵便局」方面へ上がる
   階段をご利用ください。

赤坂御用地
カナダ
大使館

赤坂郵便局

山王メディカル
センター

青山タワープレイス

赤坂郵便局前

4番出口

青山ツインビル

本田技研工業

青山ビル

パークアクシス
青山一丁目タワー

▲
信濃町

六本
木▲

▲渋谷

赤坂

▲

外
苑
東
通
り

国道
246号

 青山
通り

青山一
丁目駅

ロゴマークは「A」青山、「Z」財産を表すと
ともに、A to Zを組み合わせることで、最初
から最後までお客様をサポートしていく当社
のコンサルティング方針を表しています。

「財産の承継・運用・管理
  を通じてお客様の
  幸せに貢献する」

経営目的
私たちは、財産の承継・運用・管理を通じて
お客様の幸せに貢献していきます。

当社グループは、「財産の承継・運用・管理を通じてお客様の幸せに貢献する」ことを経営目的とする総合財産コンサルティング
ファームです。当社のお客様を取り巻く環境は、大きく変化し続けており、近年は財産承継・事業承継・財産運用のコンサル
ティングニーズがますます高まっております。当社グループでは、それらのニーズに対応するため、サービス内容を拡充し、より
お客様にあった全体最適なご提案を図ってまいります。

1 私たちは、共に働くメンバーの
物心両面の幸せを目指しています。2

創立３０周年のその先へ
当社グループは２０２１年９月に創立３０周年を迎えました。「財産は幸せな
人生を支える土台になる」という考えに基づき、これまでは主に首都圏の
お客様を中心にコンサルティングを提供してまいりました。昨今、テクノロ
ジーが目覚ましく進化する中で、当社グループの次なるステージは、日本全
国におられるお客様の財産のお悩みを解決することです。多くのお客様の
幸せに貢献し、「財産のことなら青山財産ネットワークス」とご支持いただける、
日本一の総合財産コンサルティングファームを目指してまいります。

https://www.azn.co.jp
google map▲

グループ会社
社会保険労務士法人プロジェスト

青空税理士法人

税理士法人 税務総合事務所
他4社

連結子会社
株式会社日本資産総研
個人・法人の財産に関する総合資産コンサルティングサービス
コンサルタント育成サービス

株式会社青山財産インベストメンツ
公認会計士、税理士を中心とした財務・会計コンサルティングサービス

株式会社青山綜合エステート
不動産ソリューション業務を含むプロパティマネジメント（PM）業務全般
当社及び顧客保有物件の賃貸管理

株式会社青山財産ネットワークス九州
事業承継及び財産活用に関する総合コンサルタント業

株式会社青山ファミリーオフィスサービス
ファミリービジネスを所有する一族に対する非財産分野コンサルティング

株式会社青山フィナンシャルサービス
金融商品仲介業 

※記載されている内容は個別記載がない限り、2021年12月末時点の情報となります。
 

ロゴマークに込めた想い

全国
連携先は

法人超
（ネットワーク会員、提携金融機関等）
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