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行政書士法第１０条の２第１項に基づく報酬額表
事件名

報酬額（消費税込）

備考

有料面談（１時間）

6,600円 受任時報酬額から控除

電話相談（10分以上）

1,650円 15分間の費用

電話相談（10分未満）

無料

[許認可業務]建設業
新規・知事（東京・埼玉）
許可あり役員経験・国家資格者

132,000円

新規・知事（東京・埼玉）
許可なし役員経験・国家資格者

154,000円 新設法人の場合割引有り

新規・知事（東京・埼玉）
許可なし役員経験・10年実務経験

187,000円

新規・大臣（東京・埼玉）
許可あり役員経験・国家資格者

187,000円

新規・大臣（東京・埼玉）
許可なし役員経験・国家資格者

209,000円

新規・大臣（東京・埼玉）
許可なし役員経験・10年実務経験

242,000円

更新・知事・大臣（東京・埼玉）

55,000円

業種追加（国家資格者）

66,000円

業種追加（10年実務経験）

99,000円

決算変更届

38,500円

経営状況分析

30,800円

経営事項審査・知事

121,000円

経営事項審査・大臣

187,000円

建設キャリアアップシステム登録
（事業者）
建設キャリアアップシステム登録
（技能者１人）

36,300円
20,900円

[許認可業務]宅建免許申請
新規更新・知事（フルサポート）
新規更新・大臣（フルサポート）

82,500円 事務所追加:2.2万円加算
121,000円

事務所3カ所目から3.3万円ず
つ加算

新規更新・知事（節約コース）

49,500円 事務所追加:1.1万円加算

新規更新・大臣（節約コース）

82,500円

※

節約コース：お客様にて必要書類取得、事務所撮影実施

事務所3カ所目から2.2万円ず
つ加算

事件名

報酬額（消費税込）

備考

[その他許認可業務]
賃貸住宅管理業登録（新規・更新）

66,000円

古物商許可

55,000円

飲食店営業許可

55,000円

防火対象物工事等計画届・使用開始届

55,000円

[法人・団体設立]
株式会社

99,000円

合同会社

82,500円

任意団体

66,000円

着手時に半額、成功報酬で残
り半額を頂きます。

[出入国関連]
在留資格認定証明書交付申請
（経営・管理）
在留資格認定証明書交付申請
（経営・管理以外）
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
（経営・管理）
在留資格変更許可申請
（経営・管理以外）

187,000円
132,000円
66,000円
187,000円
132,000円

帰化許可申請

242,000円

永住許可申請

154,000円

[遺言]
自筆証書遺言書の添削

22,000円 相続人調査含まず

自筆証書遺言書の作成支援

55,000円～ 相続人調査含む

公正証書遺言書の作成支援

99,000円～

相続人調査及び公証役場との
調整含む

遺言４点セット
・公正証書遺言書の作成支援
・財産管理等委任契約及び任意後見契約
公正証書の作成
・尊厳死宣言公正証書の作成
・死後事務委任契約公正証書の作成

165,000円～

相続人調査及び公証役場との
調整含む

遺言６点セット
・公正証書遺言書の作成支援
・財産管理等委任契約及び任意後見契約
公正証書の作成
・尊厳死宣言公正証書の作成
・死後事務委任契約公正証書の作成
・身元保証契約公正証書の作成
・見守り契約公正証書の作成

198,000円～

相続人調査及び公証役場との
調整含む

事件名

報酬額（消費税込）

備考

[相続]
相続人及び相続財産調査

66,000円～

遺産分割協議書作成

41,800円～

遺言執行手続

相続財産（相続税評価額）の1.5%
（最低330,000円（税込））

[財務支援]
当事務所と売り手又は買い手
0円 アドバイザリー契約を締結し
た場合

事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用）
申請支援
小規模事業者持続化補助金申請支援
（簡易プラン）
小規模事業者持続化補助金申請支援

66,000円
＋

業務委託料 55,000円
補助金申請額150万円以上
成果報酬 10％（採択額）

＋

①マニュアル購入のみ
55,000円
②チェック3回付きプラン
99,000円
③チェック無制限プラン
198,000円
①マニュアル購入のみ
業務委託料 55,000円
②③チェック付きプラン
業務委託料 11,000円
成果報酬6～10％（採択額）

事業再構築補助金マニュアル購入

事業再構築補助金申請支援
（上記マニュアル購入者限定プラン）

事業再構築補助金申請支援

ものづくり補助金申請支援
IT導入補助金2022申請支援
ARTS for the future! 2申請支援

東京都創業サポート事業
創業支援貸付（一般）
※成果報酬（事業再構築補助金・ものづ
くり補助金）

※チェックは応募期限内に限
ります
※途中で①→②、②→③への
変更可。その場合差額のみの
お支払い。

最低成果報酬額550,000円
※成果報酬について下記参照

業務委託料 110,000円
＋ 成果報酬6～10％（採択額） 最低成果報酬額550,000円
(オプション：ＰＣ入力サポート ※成果報酬について下記参照
55,000円～)
＋

業務委託料 110,000円 最低成果報酬額330,000円
成果報酬6～10％（採択額） ※成果報酬について下記参照

＋

業務委託料 55,000円
最低成果報酬額88,000円
成果報酬 10％（採択額）

＋

経営革新計画申請支援
新創業融資制度/新規開業資金

事業計画書ひな型の提供＋内
容チェック（３回）

業務委託料 55,000円 業務委託料：1取組加算
成果報酬 5％（交付決定 16,500円
額） 最低成果報酬額220,000円
＋

業務委託料 55,000円
成果報酬 110,000円

＋

業務委託料 55,000円
成果報酬 5％（融資額）

＋

業務委託料 55,000円
成果報酬 5％（融資額）

＋

業務委託料 55,000円
成果報酬 5％（融資額）

採択額が1,000万円までの部分
→ 採択額の10%
採択額が1,000万円超、3,000万円
までの部分
→ 採択額の8%
採択額が3,000万円超の部分
→ 採択額の6%

事件名

報酬額（消費税込）

備考

[M&A支援]

売り手・買い手アドバイザー

基本合意時：165,000円
成約時：（小数点以下切り捨て）
成約価額が5億円以下の部分･･･成約価額の5％
成約価額が5億円超10億円以下の部分･･･成約価額の4％
成約価額が10億円超50億円以下の部分･･･成約価額の3％
成約価額が50億円超100億円以下の部分･･･成約価額の2％
成約価額が100億円超の部分･･･成約価額の1％
但し、当該累計額が、金1,650,000円未満の場合は、
金1,650,000円

[その他]
契約書内容確認

22,000円～

内容証明郵便作成（お客様名）

12,100円

内容証明郵便作成（当事務所名）

20,900円

その他の事項
１．実地調査料（１時間あたり）
２．旅

費

３．日

当（１時間当たり）

9,900円
片道の所要時間により変動＋実費
6,600円

４．報酬の他、各種手数料・登録免許税・郵送費用等実費をいただきます。
５．報酬額及び各種手数料は、基本的に前払いとなります。
６．具体的な報酬額等は個別にお見積り差し上げます。
７．この価格表は予告なく改変します。
令和４年５月１９日
東京都行政書士会会員

行政書士 大出 克己

