
ハーティライフは、明日への絆を育てます！ 

誰かの為にお役にたちたい…そんな気持ちをサポートします！ 

3月１１日(金)に起きた未曾有の巨大

地震・大津波によって、東日本広域にお

いて多くの方が犠牲となり、日本に甚大な

る被害をもたらしました。この災害により亡く

なられました方のご冥福を祈ると共に、被

害を受けられた方々及びご関係者の方々

に、心からお見舞い申し上げます。 

 

現在も多くの方々が、避難所生活を強

いられており、ご苦労の多い生活をされて

いらっしゃいます。1日も早く、元の生活に戻

れるようにと願ってやみません。 

 

5月１日に、避難所：福島県郡山市の

ビッグパレットふくしまにて、炊き出しイベン

トがあり、その食材を東京より輸送し、２００

０食のシチューの配食のお手伝いをしてま

いりました。（写真右下） 

 

時間の経過とともに、必要な支援物資

も変化しています。私たちにできることはな

んだろうか？と考えました。これから必要な

物は、夏服と生活雑貨、仮設住宅に入居

できた際の家具などです。 

 

 もし、皆様方の中で使っていない物があ

りましたら、リサイクルとして支援物資にして

いただけませんか？ちょうど衣替えのシー

ズンを迎えます。 

 ハーティライフの衣替えキャンペーン期

間にご利用いただきますと、支援物資を預

かり、まとめて必要としてくださる方にお届

けさせて頂くサービスをスタートしました。 

また、ハーティライフ・プラチナ会員に登録

頂くだけでも、お引き取りに伺います。 

  

 今こそ、絆ネットワークを広げて参りたい

と思います。どうか皆様も、ご友人やご近

所の方をお誘いくださり、この絆ネットワー

クステーションを教えて頂けたらと願って

おります。  

 どうぞ皆さま、これからも末永くご支援賜

りますようお願い申し上げます。 

      株式会社トランスフォーマー            

代表取締役社長 坂田 いくこ         
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EVIは㈱カルビーの環境事業です。 

絆 



 ハーティライフ“第６回絆セミナー”は、4

月13日（水）18時～新宿の東明総研にて

開催されました。 

 

 今回は、㈱みなとアドバイザーズの若林

和子社長に「相続税が変わる！」をテー

マにお話し頂きました。 

 

 「税は、常に公平、中立・簡素の3要素

で成り立っている。」と話す若林先生。 

贈与税は、簡単に人に資産をあげられな

い様に、高い税率になっているのだそう

です。贈与税の比率は、たとえば、1000

万円でも50%の税率が適用されます。相

続税での50%では、3億円に値します。そ

ういう理由でも、贈与税は、相続税の補

完税といわれています。 

 また、相続税で大事なことが、時価の評

価だということです。相続税は、評価に始

まって、評価に終わるといわれています。

評価については、財産評価基本通達に

記載されていますので、機会があったら

参照ください。但し、すべてを適用する必

要もないとのこと。 

 相続は、皆の顔が違うように、いろいろ

な家庭の事情がありすべて違います。相

続で争いになるおもな要因として 

 ①一生に一回、 ②予測ができない 

 ③経験ができないがあげられます。 

 

 「相続税は、その人の人生の貸借対照

表（バランスシート）です。」とお話ください

ました。 

第７回 絆セミナーを開催しました！ 

プロフィール  

 

神戸大学経営学部卒業、大手の監査法人を

経て、昭和62年若林公認会計士事務所を

開設。 

同時期、コンサルタント部門としてみなとアド

バイザーズ株式会社を設立し、代表取締役

に就任。 同年 若林税理士事務所開設。中

堅、中小企業を中心に法人とオーナー経営

者に対して、財務対策、税務対策、事業承
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絆ネットワークは 

どんどん広がって 

います！ 

子供に残す最後の愛情… 相続・遺言・絆の伝承 

ハーティライフは、明日への絆を育てます！ 

みなと公認会計士 

事務所 

みなとアドバイザーズ

株式会社 

 

代表取締役 

若林 和子 

（わかばやしかずこ）  

美味しいワインは、ワインプ

ロモーション・イネ

ワインアドバイザー

の船橋 いね様から

ご提供いただきま

した。 

03-3776－8879 



 冷蔵庫は、地震がきても開かないものと

思っていました。ところが、今回の震度５

強の地震で、冷蔵庫の扉が開いてしまう

ことがわかりました。 

 最近の冷蔵庫は、扉にボトル収納ケー

スがついていて、飲料や調味料のボトル

を格納していると、扉自体が重くなってし

まうため、揺れと同時に大きな負荷がか

かり開いてしまうようです。 

 そこで、早速取り付けたのが冷蔵庫用

扉ストッパー。スライド引出用と、観音扉

に取り付けるタイプの２種類があります。 

いくつか試してみましたが、スライド引出

には、このタイプが便利です。開けるとき

は、フックを外す手間がかかりますが、引

出を閉めればフックがかかるので優れも

の。観音扉については、なかなか良いも

のが無かったのですが、現在はこのよう

な形のものを取り付けました。 

開閉時に手間がかかるので、寝る前と外

出する前にだけフックをかけることにしま

した。 

 冷蔵庫に詰め込まないのも大事です

が、一手間かけるだけで、いざという時に

冷蔵庫内の食品を保護できます。お勧め

します。皆様もいかがですか？ 

変わらずに、とても自然な眉＆アイライン

ができあがります。 

そこで紹介するのは、日本橋小網町にお

店を構えるサロン ドゥ ロージュさん。 

 

 美しい人が好き・・・だから綺麗にしてあ

げたいという思いで起業されたオーナー

だからこそ、ここにしかないきめ細やかな

サービスと心使いがあるのでしょう。 

 

 うまく眉が描けないという方に、とてもお

勧めです。今ならキャンペーン価格！ 

眉 84,000円 → 75,000円 

とてもお得！この機会にチャレンジし

てみませんか？ 

 加齢と共に、面倒くさくなってくるのが、

メイクアップ。面倒とはいえ、すっぴんで

は出かけられないお年頃。 

 そこでお勧めなのが、目元のアートメイ

クです。アートメイクとは、皮膚のごく浅い

部分を専用のカラーで染色し、定着させ

るメイクです。TATTOと似ていますが、永

久的なものではなく、尐しずつ薄くなって

いきます。現在のアートメイクは、技術や

他材料の進化のより、仕上りがとてもナ

チュラルになりました。 

 アイブロウペンシルで描くのとほとんど 

家の防災対策！見直そう！揺れと家具の配置 ２ 

男の料理教室 

In 六本木 
 

 料理の初めての方でも大

歓迎！！楽しく学んで美味

しく味う企画です。ご興味の

ある方は、女性でも参加OKです。    

ふるってご参加ください。     

 日時 6月2日 16時～ 

 場所 土龍（もぐら） 

 費用 3000円（会員）4000円  

（非会員） 教材費込の価格で

す。１ドリンク付き １５名様迄 

 “フルーツ・ピン・クッション 

を作ろう！” 

 

 今回は、可愛いフルーツの形をしたピ

ン・クッション（針山)を作ります。「作れる

かしら？」と不安に思う方、ご心配無用。

簡単に作れるように、大野先生がご

指導くださいます。 

 日時 5月27日（金） 14時～ 

 場所 モンセラート（恵比寿） 

 費用 3000円（会員）4000円

（非会員） 教材費込の価格で

す。限定８名様 
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サロン ドゥ ロージュ 

東京都中央区日本橋小網町１８－１６ 

        日本橋ｻﾏﾘﾔｼﾃｨﾊｲﾂ１０２  

TEL&FAX： ０３－６８０８－７３６０ 

予約： s-loge.yaya_422@docomo.ne.jp 

第2巻 第4号 

お気に入り紹介コーナー 

 恵比寿ステーションと六本木ステー

ションの開催日程が決まりました！ 

 

恵比寿Sｔ 手芸教室は、5月27日 

14時～16時 限定8名様 

六本木St 男の料理教室は、6月2日 

16時～18時 先着15名様  

 
お待ちしております！ 

 お早目にお申込みください。 

 

株トランスフォーマー 

        代表 坂田いくこ 

ハーティライフは、 

明日への絆を育てます！ 

アートメーイク 

引出横のロック 



サービスメニュー 

１．季節の衣替えサービス                  

（3月下旬～6月末・9月下旬～11月中旬） 

２．お見舞代行・お墓参代行・通院介助 

３．不用品の整理と廃棄代行 

４．部屋の模様替え 

５．病院・施設等の入退居時のお片づけ 

６．お住み替えに応じての整理やお片づけ 

７．思い出の品のお片づけ（遺品整理事業） 

８．お引越 

９．絆ネットワークステーション運営 
株式会社トランスフォーマー 

ゴールデンウィーク 
 ４月末から５月初旬にかけての休日が多い機関

のこと。その名前の始まりは、大映や松竹などの

映画会社の宣伝用語から発生したもので、昭和２

７年頃に一般的に用いられるようになった。 

 文化の日を中心にした期間を“シルバーウィー

ク”と名付けたが、こちらはあまり用いられてい

ない。 

 ゴールデンウィークの齎したものは、泊りがけ

の国内旅行や帰省、ついには海外旅行をする等、

休暇を利用してのレジャー産業と、高速道路など

の交通渋滞。また、学生や社会人１年生等が、新

しい環境に馴染めないまま連休を迎えることで

“五月病”の引き金になるのでは？と問題点を挙

げる人もいるとのこと。いずれにしても、どんな

過ごし方をするかは本人次第。今年は、東北地方

の被災地にボランティアに出かける人が多かった

らしい。 

株式会社トランスフォーマー 

http://www.heartylife.jp 

お問い合わせは・・・ よしな   いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６  〒108-0072 東京都港区白金１－１０－１０ 
            パークリュクス白金１０１号 

 電 話 ０３－６５４０－４０９１ 

ＦＡＸ ０３－６５４０－４０９２ 

今なら年会費無料！ （入会金5000円・年会費2000円） 

“ハーティーライフ プラチナくらぶ”の会員の皆さまには、お友達3人ご紹介

でご入会いただくと、こめたびさんの美味しいお米２ｋｇをプレゼント！ 

ハーティライフ・プラチナくらぶ 会員募集中！！              

お買物代行も

承ります！ 

事務局 蔵本 眞一 

事務局より 

 くまです。 

 
ゴールデンウィークは、
どう過ごされましたか？ 
 
被災地支援しています。 
 
スッキリ片付けて、しっ
かりとリサイクル。 
よろしくお願いします！ 
 

はー
てぃ
豆知

識 

ハーティライフでは、“快適ライフプラン”として、お片

づけサービスも承っております。キッチン・押入れ・ク

ローゼット・下駄箱・本棚・パントリー等々、思い切っ

てスッキリと整理整頓しませんか？ 

衣替えキャンペーン！ 

支援物資受付中 

 また、ご両親へのプレゼントとしてもご利用いただ

けます。月末は集中しますので、お早めにご予約く

ださい。 

お試しパック３時間 9800円 
 お問い合わせは、下記まで！ 
 フリーダイアル よしな  いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６ 

生き生き“快適ライフ”のご案内 


