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企業成長支援
サービス
2020年



　オープンイノベーションへの期待が高まり、事業会

社が有望なスタートアップ企業に投資する取り組みが

増えてきました。また、若い優秀な人材が起業を目指

す現実があり、この流れは今後の企業社会の構造に

大きな変革をもたらすと考えられます。今後、この不

透明な経済環境の中で、新産業分野におけるスタート

アップや中堅企業の成長が、日本経済をより力強いも

のにしていくと期待されます。

　あずさ監査法人では、時代の変化に即応した専門分

野別のサポート体制とグローバルに事業を展開しよう

とする企業へのサービス体制を増強し、継続的向上を

図ると共に、KPMGジャパン各社、大学、取引所、金

融機関等との緊密な連携体制を強化し、成長を志向

する企業の拡大するニーズに対し、タイムリーで質の

高いサービスを提供します。

　今後も市場関係者の一員として業務を全うし、

特にスタートアップ企業の成長・発展、ひいては日本

経済全体の活性化のために、会計の専門家として

皆様のお役に立つよう尽力してまいります。

企業成長支援サービスの
ご案内

KPMG FAS

企業戦略の策定からトランザクション
（M&A、事業再編等）、ポストディールま
での企業価値向上をサポートしていま
す。また、大企業に対して新規事業の育
成・コア事業強化のためのCVCサービス
を展開しています。

KPMG 税理士法人

専門分野に精通した税務専門家チーム
がさまざまな場面（企業買収、組織再編、
海外進出、国際税務、移転価格等）に対
して、的確なアドバイス、税務申告書の
作成等を提供しています。

KPMG Consulting

事業戦略策定、業務効率の改善、収益
管理能力の向上、ガバナンス強化やリス
ク管理、IT戦略策定などを通じて、グロー
バル規模での事業モデルの変革や経営
管理全般の改善をサポートしています。

“次代”を共に
創造する

すべての起業家に寄り添い、

伊藤 俊哉

常務執行理事
企業成長支援本部長

Toshiya Ito
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金融本部フィンテック推進支援室

フィンテック関連情報の提供、フィンテッ
ク企業とのトランザクション・プロセス
支援、ITセキュリティや規制対応支援を
はじめ、新規事業企画、業務フロー設計、
ガバナンス構築、内部監査高度化などを
支援しています。

KPMG  Ignition Tokyo

KPMGジャパンが監査、税務、アドバイ
ザリーで培った知見と、最新のデジタル
技術を融合し、企業のデジタルトランス
フォーメーションを促進させる目的から、
KPMGジャパンの共通基盤とソリュー
ションを創発しています。

テクノロジーの進歩やビジネスのデジタル化によ

り、AIの活用やブロックチェーンの実装が進む昨

今。既存産業においても、ワークスタイルの変化

やエンパワーメントの促進、セキュリティの高度化

など様々な革命がもたらされ、新たな成長セクター

企業成長
支援本部

KPMG
Ignition Tokyo

KPMG
Consulting

金融本部
フィンテック推進
支援室

KPMG
FAS

KPMG
税理士法人

の出現を後押ししています。日本は“失われた

30年”からの脱却を探るべく、起業家の活躍に

期待しています。KPMG/あずさ監査法人は

すべての起業家と共に寄り添い、次代の成長産

業を支援してまいります。
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企業成長支援本部の
3つのサポート

〇スタートアップ企業に対する情報提供及び
　コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）
　との情報交換　等

〇産官学連携やインキュベーションを
　テーマとしたイベントの開催

〇アカデミア発の先端技術等を背景とする
　大学発スタートアップを中心として、
　社会に革新をもたらす企業の発掘・育成支援

当社グループファームのメンバーと共に

大学発ベンチャーを中心に、

新しい革新的な技術や

アイデアを有する企業及び起業家を

発掘・育成・支援します。

部長
阿部 博

incubation

投資
スピンオフの輩出
（人材・資金）

起業家の予備軍

シリアルアントレプレナー
（連続起業家） VC 大学

シード・創業

インキュベーション部

サービス内容

あずさ監査法人では、

企業成長支援本部を2011年に立ち上げて以来、

専門性の高いIPO経験豊富な専門スタッフにより、

スタートアップ、上場準備会社に対してビジネスモデルを

きちんと理解するとともに、実態に応じた会計・監査上の

ポイントを適時適切に提供し、

皆様方の上場準備を全力でサポートしてきました。

さらに、2019年11月には、企業成長支援本部内に、

インキュベーション部ならびに

NEXTユニコーンアドバイザリー部を新設し、

時代のニーズに合わせた取り組みを進めています。

これにより、起業を目指す方から、成長支援を求める起業家、

そして上場を目指す経営者へ

シームレスなサポートを実現したいと思っています。

起業家同士のネットワーク
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〇ユニコーン企業創出に関連する情報の集約、
　事例研究、及び内外への発信　等

〇事業計画や資本政策の策定サポート、
　営業管理やコスト管理による事業の可視化・
　効率化サポート、会計・税務に関する
　アドバイス等、次世代ユニコーン企業への
　プロサポート業務の提供

部長
坂井 知倫

アライアンス・メンタリング等

専門家アクセラレータ
インキュベータ

スタートアップ
研究開発／事業計画

アーリーステージ
試作品製作／事業化

ミドル・レイターステージ
試作品製作／事業化

リターン

IPO
M&A

大企業 金融機関 行政

support

企業公開サポート部

advisory

NEXTユニコーン
アドバイザリー部

サービス内容 サービス内容

〇IPOスケジュールを踏まえた財務諸表監査サポート

〇申請書類準備、上場審査対応などの
　IPOに関する知見（ナレッジ）の情報提供

〇各種セミナーの開催や書籍刊行　等

〇成長ステージにあった組織的経営を行うための
　コーポレートガバナンス構築、
　コンプライアンス体制、ディスクロージャーの
　ための社内体制の整備支援

IPOを目指す企業に対して、

ショートレビュー（短期調査）、

財務調査、IPOアドバイザリー等の

各種アドバイザリーサービス業務の

サポートをします。

部長（兼務）
伊藤 俊哉

経験値の高い公認会計士による

財務戦略やバックオフィス業務等の

課題に対するソリューションにより、

次世代のユニコーン企業の

さらなる成長を支援します
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あずさ監査法人は、
スタートアップの成長や
上場企業の更なる発展を
サポートするため、
多様なセミナーやイベントを
開催しています。
成長に必要なナレッジだけでなく、
ネットワークの拡大につながる
プラットフォームを
目指しています。

〇 直近 5年間（2015-2019）で約 100社の IPO実績
〇 成長企業向け市場のマザーズへの IPOは毎年 2桁で、5年間で 66社の実績
〇 2019年は初値時価総額が 1,000億円以上の IPO3社のうち、2社に関与

セミナー・イベント

「成長企業リーダーズフォーラム」
2019年8月

「Keio Visionary café @東京証券取引所」（共催）
2019年10月

「AZSA Startup Academy＠HELLO,VISITS」
2019年11月

「Innovation Field 2020 」（共催）
2020年2月

「京都大学発ベンチャーとのオープンイノベーション featured by KPMG」
2020年2月

「慶應義塾大学医学部発ベンチャー・サミット 
featured by KPMG」（共催）

2019年11月

あずさ監査法人の
IPO実績

IPO社数

あずさ監査法人

シェア（％）

内 マザーズ

2015年 2017年 2018年 2019年 合計2016年

92社

22社

23.9%

15社

83社

13社

15.7%

10社

90社

17社

18.9%

10社

90社

25社

27.8%

15社

86社

19社

22.1%

16社

441社

96社

21.8%

66社
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TOKYO
東　　京

パートナー

栗栖 孝彰
Takaaki Kurisu

03-3548-5802
takaaki.kurisu@jp.kpmg.com

パートナー

佐藤 義仁
Yoshihito Sato

03-3548-5802
yoshihito.sato@jp.kpmg.com

パートナー

佐藤 太基
Daiki Sato

03-3548-5802
daiki.sato@jp.kpmg.com

パートナー

斎藤 昇
Noboru Saito

03-3548-5802
noboru.saito@jp.kpmg.com

パートナー

坂井 知倫
Tomomichi Sakai

03-3548-5802
tomomichi.sakai@jp.kpmg.com

阿部 博
Hiroshi Abe

03-3548-5802
hiroshi.abe@jp.kpmg.com

パートナー

岩瀬 弘典
Hiromichi Iwase

03-3548-5802
hiromichi.iwase@jp.kpmg.com

パートナー

小出 健治
Kenji Koide

03-3548-5802
kenji.koide@jp.kpmg.com

パートナー

植草 寛
Yutaka Uekusa

03-3548-5802
yutaka.uekusa@jp.kpmg.com

パートナー

川村 英紀
Hidenori Kawamura

03-3548-5802
hidenori.kawamura@jp.kpmg.com

パートナー

倉田 剛
Takeshi Kurata

03-3548-5802
takeshi.kurata@jp.kpmg.com

パートナー

大津 大次郎
Daijiro Otsu

03-3548-5802
daijiro.otsu@jp.kpmg.com

パートナー

大嶋 幸児
Koji Oshima

03-3548-5805
koji.oshima@jp.kpmg.com

パートナー

草野 和彦
Kazuhiko Kusano

03-3548-5802
kazuhiko.kusano@jp.kpmg.com

パートナー

有吉 真哉
Masaya Ariyoshi

03-3548-5802
masaya.ariyoshi@jp.kpmg.com

パートナー

パートナー

伊藤 俊哉
Toshiya Ito

03-3548-5802
toshiya.ito@jp.kpmg.com

パートナー

井上 倫哉
Michiya Inoue

03-3548-5802
michiya.inoue@jp.kpmg.com

members
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鈴木 智博
Tomohiro Suzuki

03-3548-5802
tomohiro.t.suzuki@jp.kpmg.com

ディレクター

パートナー

宮下 卓士
Takashi Miyashita

03-3548-5804
takashi.miyashita@jp.kpmg.com

パートナー

御厨 健太郎
Kentaro Mikuriya

03-3548-5802
kentaro.mikuriya@jp.kpmg.com

パートナー

高﨑 博
Hiroshi Takasaki

03-3548-5803
hiroshi.takasaki@jp.kpmg.com

パートナー

袖川 兼輔
Kensuke Sodekawa

03-3548-5802
kensuke.sodekawa@jp.kpmg.com

パートナー

轟 芳英
Yoshihide Todoroki

03-3548-5802
yoshihide.todoroki@jp.kpmg.com

パートナー

山根 洋人
Hiroto Yamane

03-3548-5803
hiroto.yamane@jp.kpmg.com

山本 哲也
Tetsuya Yamamoto

03-3548-5805
tetsuya.yamamoto@jp.kpmg.com

パートナー

杉山 勝
Masaru Sugiyama

03-3548-5120
masaru.sugiyama@jp.kpmg.com

パートナー

森居 達郎
Tatsuo Morii

03-3548-5120
tatsuo.morii@jp.kpmg.com

パートナー

成島 徹
Toru Narushima

03-3548-5802
toru.narushima@jp.kpmg.com

パートナー

西野 聡人
Akira Nishino

03-3548-5803
akira.nishino@jp.kpmg.com

パートナー

清水 俊直
Toshinao Shimizu

03-3548-5805
toshinao.shimizu@jp.kpmg.com

パートナー

山本 美晃
Yoshiteru Yamamoto

03-3548-5803
yoshiteru.yamamoto@jp.kpmg.com

パートナー

守谷 徳行
Noriyuki Moriya

03-3548-5802
noriyuki.moriya@jp.kpmg.com

パートナー

前田 啓
Kei Maeda

03-3548-5802
kei.maeda@jp.kpmg.com

パートナー

中井 修
Osamu Nakai

03-3548-5801
osamu.nakai@jp.kpmg.com

パートナー

中村 宏之
Hiroyuki Nakamura

03-3548-5805
hiroyuki.nakamura@jp.kpmg.com

パートナー

鶴 彦太
Genta Tsuru

03-3548-5802
genta.tsuru@jp.kpmg.com

パートナー

平山 謙二
Kenji Hirayama

03-3548-5802
kenji.k.hirayama@jp.kpmg.com

パートナー

矢嶋 泰久
Yasuhisa Yajima

03-3548-5805
yasuhisa.yajima@jp.kpmg.com

パートナー
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村上 智昭
Tomoaki Murakami

03-3548-5803
tomoaki.murakami@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

大橋 剛
Go Ohashi

03-3548-5802
go.ohashi@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

大村 昌之
Masayuki Omura

03-3548-5802
masayuki.omura@jp.kpmg.com

マネジャー

中川 慎吾
Shingo Nakagawa

03-3548-5802
shingo.nakagawa@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

中村 佳史
Yoshifumi Nakamura

03-3548-5802
yoshifumi.nakamura@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

浜口 基周
Motochika Hamaguchi

03-3548-5802
motochika.hamaguchi@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

伏木 貞彦
Sadahiko Fushiki

03-3548-5802
sadahiko.fushiki@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

北原 慎二
Shinji Kitahara

03-3548-5802
shinji.kitahara@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

鈴木 隆一
Ryuichi Suzuki

03-3548-5802
ryuichi.suzuki@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

髙木 航介
Kosuke Takagi

03-3548-5120
kosuke.takagi@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

貝藤 孝平
Kohei Kaito

03-3548-5802
kohei.kaito@jp.kpmg.com

マネジャー

宮崎 隆市郎
Ryuichiro Miyazaki

03-3548-5805
ryuichiro.miyazaki@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

金井 健一
Kenichi Kanai

03-3548-5120
kenichi.kanai@jp.kpmg.com

マネジャー

手嶋 健一
Kenichi Tejima

03-3548-5802
kenichi.tejima@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

宗形 隆司
Takashi Munakata

03-3548-5802
takashi.munakata@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

秋月 貴博
Takahiro Akizuki

03-3548-5802
takahiro.akizuki@jp.kpmg.com

マネジャー

小川 紀久子
Kikuko Ogawa

03-3548-5802
kikuko.ogawa@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

小林 祐介
Yusuke Kobayashi

03-3548-5802
yusuke.kobayashi@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

森安 啓介
Keisuke Moriyasu

03-3548-5802
keisuke.moriyasu@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

石田 崇玄
Takaharu Ishida

03-3548-5802
takaharu.ishida@jp.kpmg.com

マネジャー

稲垣 愛子
Aiko Inagaki

03-3548-5802
aiko.inagaki@jp.kpmg.com

マネジャー
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SAPPORO
札　　幌

SENDAI
仙　　台

田辺 拓央
Takuo Tanabe

011-221-2434
takuo.tanabe@jp.kpmg.com

パートナー

中村 翔吾
Shogo Nakamura

03-3548-5801
shogo.nakamura@jp.kpmg.com

マネジャー

渡部 達典
Tatsunori Watanabe

03-3548-5802
tatsunori.watanabe@jp.kpmg.com

マネジャー

堀 知文
Tomofumi Hori

03-3548-5803
tomofumi.hori@jp.kpmg.com

マネジャー

北郷 高史郎
Koshiro Hongo

03-3548-5802
koshiro.hongo@jp.kpmg.com

マネジャー

北野 勝也
Katsuya Kitano

03-3548-5802
katsuya.kitano@jp.kpmg.com

マネジャー

齋藤 浩一
Koichi Saito

03-3548-5802
koichi.saito@jp.kpmg.com

マネジャー

濵野 貴志
Takashi Hamano

03-3548-5802
takashi.hamano@jp.kpmg.com

マネジャー

菊地 賢太郎
Kentaro Kikuchi

03-3548-5802
kentaro.k.kikuchi@jp.kpmg.com

マネジャー

宮﨑 圭一郎
Keiichiro Miyazaki

03-3548-5802
keiichiro.miyazaki@jp.kpmg.com

マネジャー

古口 長一郎
Choichiro Koguchi

03-3548-5802
choichiro.koguchi@jp.kpmg.com

アシスタントマネジャー

砂原 武史
Takeshi Sunahara

03-3548-5802
takeshi.sunahara@jp.kpmg.com

マネジャー

水田 真也子
Mayako Mizuta

03-3548-5802
mayako.mizuta@jp.kpmg.com

マネジャー

伊澤 大地
Daichi Izawa

011-221-2434
daichi.izawa@jp.kpmg.com

マネジャー

塩月 亨
Toru Shiotsuki

03-3548-5802
toru.shiotsuki@jp.kpmg.com

マネジャー

神宮 厚彦
Atsuhiko Jingu

022-715-8820
atsuhiko.jingu@jp.kpmg.com

パートナー

成田 孝行
Takayuki Narita

022-715-8820
takayuki.narita@jp.kpmg.com

パートナー
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HOKURIKU
北　　陸

KITAKANTO
北関東

NIIGATA
新　　潟

TOYAMA
富　　山

FUKUI
福　　井

秋葉 典克
Norikatsu Akiba

022-715-8820
norikatsu.akiba@jp.kpmg.com

マネジャー

只森 健一
Kenichi Tadamori

022-715-8820
kenichi.tadamori@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

齊藤 貴彰
Takaaki Saito

022-715-8820
takaaki.saito@jp.kpmg.com

マネジャー
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三井 貴弘
Takahiro Mitsui

076-264-3666
takahiro.mitsui@jp.kpmg.com

マネジャー

鹿島 高弘
Takahiro Kajima

076-264-3666
takahiro.kajima@jp.kpmg.com

パートナー

西田 友佳
Yuka Nishida

076-264-3666
yuka.nishida@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

安藤 眞弘
Masahiro Ando

076-264-3666
masahiro.ando@jp.kpmg.com

パートナー

篠﨑 和博
Kazuhiro Shinozaki

0766-23-0396
kazuhiro.shinozaki@jp.kpmg.com

パートナー

筑紫 徹
Toru Tsukushi

048-650-5390
toru.tsukushi@jp.kpmg.com

パートナー

福田 厚
Atsushi Fukuda

048-650-5390
atsushi.fukuda@jp.kpmg.com

パートナー

長部 勝洋
Katsuhiro Osabe

025-227-3777
katsuhiro.osabe@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

石橋 勇一
Yuichi Ishibashi

0776-25-2572
yuichi.ishibashi@jp.kpmg.com

パートナー
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TAKASAKI
高　　崎

YOKOHAMA
横　　浜

SHIZUOKA
静　　岡

NAGOYA
名古屋

髙野 展行
Nobuyuki Takano

027-310-6051
nobuyuki.takano@jp.kpmg.com

マネジャー

衣笠 晶雄
Akio Kinugasa

045-316-0761
akio.kinugasa@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

荒井 克浩
Katsuhiro Arai

048-650-5390
katsuhiro.arai@jp.kpmg.com

マネジャー

細野 高志
Takashi Hosono

048-650-5390
takashi.hosono@jp.kpmg.com

マネジャー

松下 祐
Tasuku Matsushita

048-650-5390
tasuku.matsushita@jp.kpmg.com

マネジャー

越智 一成
Kazunari Ochi

045-316-0761
kazunari.ochi@jp.kpmg.com

パートナー

渉 孝良
Takayoshi Watari

045-316-0761
takayoshi.watari@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

奥谷 浩之
Hiroyuki Okuya

052-589-0500
hiroyuki.okuya@jp.kpmg.com

パートナー

江尾 和俊
Kazutoshi Ebi

052-589-0500
kazutoshi.ebi@jp.kpmg.com

マネジャー

永藤 浩司
Hiroshi Eito

052-589-0500
hiroshi.eito@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

杉山 正剛
Masatake Sugiyama

052-589-0500
masatake.sugiyama@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

堀田 浩隆
Hirotaka Hotta

052-589-0500
hirotaka.hotta@jp.kpmg.com

パートナー

宮一 行男
Yukio Miyaichi

027-310-6051
yukio.miyaichi@jp.kpmg.com

パートナー

松島 孝浩
Takahiro Matsushima

054-652-0707
takahiro.matsushima@jp.kpmg.com

シニアマネジャー
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KYOTO
京　　都

KOBE
神　　戸

山口 泰嗣
Hiroshi Yamaguchi

052-589-0500
hiroshi.h.yamaguchi@jp.kpmg.com

マネジャー

山中 英嗣
Eiji Yamanaka

052-589-0500
eiji.yamanaka@jp.kpmg.com

アシスタントマネジャー

前田 哲
Satoshi Maeda

052-589-0500
satoshi.maeda@jp.kpmg.com

アシスタントマネジャー

髙場 純
Jun Takaba

052-589-0500
jun.takaba@jp.kpmg.com

アシスタントマネジャー

花谷 徳雄
Norio Hanatani

06-7731-1107
norio.hanatani@jp.kpmg.com

パートナー

西田 順一
Junichi Nishida

06-7731-1101
junichi.nishida@jp.kpmg.com

パートナーOSAKA
大　　阪

三宅 潔
Kiyoshi Miyake

06-7731-1101
kiyoshi.miyake@jp.kpmg.com

パートナー

余野 憲司
Kenji Yono

06-7731-1101
kenji.yono@jp.kpmg.com

パートナー

川上 秀俊
Hidetoshi Kawakami

06-7731-1107
hidetoshi.kawakami@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

嶋田 大地
Daichi Shimada

06-7731-1101
daichi.shimada@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

金子 和
Kazu Kaneko

06-7731-1101
kazu.kaneko@jp.kpmg.com

マネジャー

東海林 由子
Yuko Shoji

06-7731-1101
yuko.shoji@jp.kpmg.com

シニア

羽津 隆弘
Takahiro Hazu

075-221-1531
takahiro.hazu@jp.kpmg.com

パートナー

勢志 恭一
Kyoichi Seishi

078-291-4051
kyoichi.seishi@jp.kpmg.com

パートナー

山田 岳
Takeru Yamada

078-291-4051
takeru.yamada@jp.kpmg.com

パートナー
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FUKUOKA
福　　岡

HIROSHIMA
広　　島

株式会社KPMG FAS 

KPMG税理士法人

KPMGコンサルティング
株式会社 

尾﨑 更三
Kozo Ozaki

082-248-2932
kozo.ozaki@jp.kpmg.com

パートナー

千々松 英樹
Hideki Chijimatsu

092-741-9901
hideki.chijimatsu@jp.kpmg.com

パートナー

前田 貴史
Takafumi Maeda

082-248-2932
takafumi.maeda@jp.kpmg.com

パートナー

園田 博之
Hiroyuki Sonoda

092-741-9901
hiroyuki.sonoda@jp.kpmg.com

パートナー

堤 將人
Masato Tsutsumi

092-741-9901
masato.tsutsumi@jp.kpmg.com

マネジャー

徳永 英樹
Hideki Tokunaga

092-741-9901
hideki.tokunaga@jp.kpmg.com

パートナー

渡邉 直人
Naoto Watanabe

03-6229-8409
naoto.watanabe@jp.kpmg.com

パートナー

伊藤 貴比古
Takahiko Ito

03-3548-5111
takahiko.t.ito@jp.kpmg.com

シニアマネジャー

岡本 准
Jun Okamoto

03-3548-5385
jun.okamoto@jp.kpmg.com

パートナー

渡邊 崇之
Takayuki Watanabe

03-3548-5111
takayuki.watanabe@jp.kpmg.com

マネジャー

川中 敏史
Toshifumi Kawanaka

078-291-4051
toshifumi.kawanaka@jp.kpmg.com

マネジャー

加地 允
Makoto Kachi

078-291-4051
makoto.kachi@jp.kpmg.com

マネジャー
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Contact usContact us

有限責任 あずさ監査法人
企業成長支援本部

T: 03-3548-5802
F: 03-3548-5320

IPO-support@jp.kpmg.com

home.kpmg/jp/azsa

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たち
は、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りでは
ありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で
提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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