
入会申込書

異業種交流会 「異業種ジャパン青山」 殿

私は『異業種ジャパン青山会則』に同意し、

ことを、添付資料を添えて申込み致します。

【申し込み内容】

平成タタ年二月》

`日

異業種ジャパン青山の会員になる

会社名鵞を1つ 4f7久黎欠″ひ

役職 スくる像
`,牧

7ルん

主なる業種 それ乾つンイルタレヤ.Mィイト

添付資料 :

(1)自 己紹介シー ト (異業種ジャパン青山既成シー ト 必 須

(2)会社案内 籠  無

(3)その他 (事業内容 を説明す るための資料 ) 守ヽ 無



自己紹介シート

【企業情報】
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2018/2ノ26 東京リライアンス株式会社 1企業再生とMMのプロフェッシ∃ナル集団

ホーム  私たちについて  事業内容  おFE5合せ  会社概要轟鰍言鯰桑策≧

欝憔再生≧MI轟AOプロフェッシ蒻ナルとれて職たち:ま幕懇します。

東京リライアンスが選ばれる3つの理由

知識

経営や資金調達の専門家、企業OB層の貴重なネット   多様性に富んだ十分な経験や、社会を熟如したシエア   各分野の専門家集団だからこそt事業再生やM&Aだ

ワークにより、私たちにしか出来ない提案を実現.         層の知識から納得の内容を提案。         けでなく 資金調達など幅広いサービスを提供。

臨
各分野の専門家が結束し

替
たプロ集団    課題を解決する豊富なネツトワ…ク    最適な判断へと

I Q

導く豊富な経験と

ざ ゃ、ごミ

東京リライアンスが援案する

崚 業再生」と い颯柏 の群無はこち■ お■ CIなk重

Sミ :ssヽ 、゙、

東京リライアンスは「企業の新たな価値」の創造を希求し、

活力にあふれた豊かな社会の実現に努めます。

企業価値の向上や企業再生には、様々な分野の専門的なノウハウが必要となり

ます。東京リライアンス では、案件ごとlt~各分野の専門家がチームとして十分

に機能し、黎睦続的にチームプレーを行うことで、高品質でスピー ド感のある総

合的な専門サービスの提供を可能としています。
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201812126 会社概要 ―東京リライアンス株式会社 1企業再生とM81Aのプロフェッショナル集団

ホーム  私たちについて  事業内容  お問合せ  会社概要轟鰻言鯰桑鸞翼

会社概要

社名    :東 京リライアンス株式会社

代表者

代表取締役社長 斎藤 勝幸 >>> ブロフィール

専務取締役 豊久 伸彦 >>> プロフィール

本社 :〒 100‐ 0003
東京都千代田区―ツ橋 1丁目 1番 1号 パレスサイ ドビル 1階 (毎日新聞本社ビル )

九州支社 :〒 874‐ 0909
大分県別府市田の湯町3番7号アライアンスタワーZ

本社

TEL: 03‐ 3218‐ 1851
FAX: 03-6213‐ 5030

九JIH支社

TEL: 0977‐ 22‐ 1111
FAX: 0977… 25‐ 9119

所在地

連絡先

1金融 。営業・販売促進に関するコンサルテイング

1事業再生及び経営改革に関するコンサルティング

1資金調達に関するコンサルティング

IM&A・ 企業買収・合併・会社分割に関するコンサルティング

事業内容  :業務提携・事業譲渡・事業承継に関するコンサルティング

:競売不動産、不動産取弓lに関するコンサルティング

:各種事業への投資並びに有価証券の保有・売買及び運用

:公共施設に関する指定管理の受託

:古物商業、古物売買並びにその受託販売

アクセス  |
1東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩1分

1本社
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