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社労士開拓
顧問契約数が

60件20件
わずか　　で

先進事務所が顧問開拓を進める6つの理由

長瀬 佑志氏

1 経営が安定する！ 2 紹介案件が増加する！

3 事務所の信頼度が
上がる！ 4 地方でも良い人財が

採用できる！

5
専門性が深まり
差別化できる！ 6

やりたい仕事が
増える！

成功事例事務所

顧問先数を20社から60社まで伸ばした取り組みを大公開

に取り組みに取り組み
1年

顧問先を増やし、安定経営を実現している事務所が増加！
顧問先は地方でも増やすことができています。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所
代表社員　弁護士

顧問先数 50社以上
地域／青森県

顧問先企業を着実に増やし、地域に根付き、
安定した事務所経営を目指す所長様必見！

顧問先の開拓を本格化している事務所が少ない今が良い機会です！

D事務所

顧問先数 130社以上
地域／千葉県F事務所

平日
9:30～17:30TEL.0120-974-000 24時間

対応FAX.0120-974-111
主
　
催

株式会社 船井総合研究所　 〒100-0005東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階　申込に関するお問合せ：園田

WEBからもお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 024505

顧問開拓セミナー Ｓ024505お問い合わせNo.

顧問開拓成功事例

■　顧問開拓に成功されている事務所様の事例を大公開

■　全国で顧問先開拓成功事例が続出！

全国各地の先生方から、顧問開拓の成功事例が続々と届いており、地方都市の先生方でも、
着実に顧問先の開拓は進んでおります。今回は事例の一部をご紹介いたします。

地方都市で顧問開拓をするのは難しいと考えていましたが、
取り組み始めてからみるみる成果が出ました。地方都市に法
務ニーズが無いというのは弁護士の思い込みであり、どのよ
うな都市でも企業に法務ニーズがあるということを発見で
きました。

顧問契約などの企業法務分野は、個人分野と違いWEBマー
ケティングで顧客を獲得するのは難しいと思っていました。
しかし、基本に忠実にWEBマーケティングに取り組むこと
で、徐々に成果が出始め、気づけば顧問先が50社を超える
ようになっていました。

A事務所（60万人商圏） B事務所（30万人商圏）

事例1 事例2

セミナーを中心に顧問開拓に取り組み、 人口30万人都市で、WEBマーケティングを行い

顧問先数 90社以上
地域／福岡県G事務所

顧問先数 250社以上
地域／新潟県E事務所

顧問先数 50社以上
地域／山口県H事務所

5年間で顧問先を250社以上開拓！ 2年間で顧問先を20社以上開拓！

顧問先数 200社以上
地域／北海道C事務所



　開業２、３年は交通事故、離婚分野に取り組み、一定の成果は出ていました。

しかし、競合事務所もHPを公開しマーケティングを開始するなかで、少しずつ反
響が減少し、事務所経営に不安を感じるよう
になりました。
　そこで安定した収益を確保するために企業
法務分野へ舵を切ることを決断しました。
しかし、地方都市である牛久市の企業法務ニーズ
が乏しく、当初は暗澹たる気持ちになりました。
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労働に関する知識、社労士の先生方との人脈も乏しかった私が
わずか１年で顧問契約20件→60件まで伸ばした手法を公開します。

労働に関する知識、社労士の先生方との人脈も乏しかった私が
わずか１年で顧問契約20件→60件まで伸ばした手法を公開します。

法務ニーズの乏しい地域においては、大都市圏では依頼の多い契約チェックなどをメイ
ンとする顧問は取り辛いと判断し、どの地域にも存在し、様々なニュースが流れ注目されて

いる労働分野（残業代請求、解雇問題）に絞れば、顧問を獲得できる確率は上が
るのではと考えました。
労働分野といえば、企業との接点が多いのは”社労士の先生方”であると考え、地元の社
労士の先生方と繋がりを持てば企業との接点を創出できるのでは、と思い社労士の先生
方の開拓に踏み切りました。しかし、開拓する上でいくつか不安はありました。

　そして無期転換対応を皮切りに、テーマを変えて半年間で計3回勉強会を開催しました。

しかし、この勉強会では多くの社労士の先生方にお集まりいただきましたが、紹介案件は
発生しませんでした。
　原因は、集客ではなくその後の対応にありました。参加された社労士の先生方と”無
料顧問契約”をしてしまっていたため、先生方も弁護士への相談を遠慮していたのです。
　そこで、有料顧問契約に変更したところ、社労士の先生方からも顧問契約の申し込みが
あり、徐々に労務問題の相談が入るようになりました。

　上記のような不安を抱えていました。ただ、しっかり説明すれば共存できる関係は築ける

と思いましたし、地域に根付き、安定的に経営をする上では、多くの企業と良好な関係を構

築している社労士の先生方との関係構築が重要だと思いましたので、社労士の先生方を対

象とした「勉強会」を事務所で開催いたしました。
　初回は集まるかどうか不安でした。極力費用を抑え、運営の負担を減らすために事務所で

開催しました。一回目のテーマは、法改正により非常に関心度の高い「有期雇用契約の
無期転換対応」を選定しました。

弁護士。東京大学法学部卒。2006年司法試験合格（司法研修所旧61期）。2008
年に法律事務所最大手の西村あさひ法律事務所に入所（第二東京弁護士会）。その
後独立、茨城県内の事務所を経て、2013年4月長瀬総合法律事務所を設立。牛久
市という人口8万人商圏において、社労士事務所チャネルの開拓の他、セミナー営
業、WEBマーケティングを強化し、年間で40社以上の顧問先企業を獲得。経営者兼
プレイングマネージャーとして、確かな手腕を発揮している。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所
代表社員　弁護士 長瀬 佑志氏

■　人口8万人の牛久市に企業法務ニーズはほとんどなかった…

社労士の先生方向け勉強会を行うことで、
企業との接点を創出しようと思いました。

 「労務分野」において、社労士と弁護士は業務領域が重複！？
関係構築にあたり大きく３つの不安が介在していました。

業務領域が近しいため
敬遠されないか

士業向け顧問プラン 勉強会の結果実際の勉強会案内

若手の弁護士が主催する
勉強会に来てくれるか

地場の他の弁護士から
何か言われることはないか

社労士向け勉強会につき、11回実施し、のべ84名
の社労士の先生方が参加されました。
毎回、事務所内の会議スペースが満員となり、キャン
セル待ちも続出。
社会保険労務士の先生方は勉強熱心な方が多く、開
催地域である日立市や牛久市以外からの参加も目
立ちました。
リピート率も高く、初回から継続して参加していただ
いている先生も多数。
参加された先生方とは顧問契約を締結し、紹介案件
の発生が仕組み化できています。
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労務管理を専門とする社労士の先生方との接点を作るために勉強会を行う上では、労務
に関する勉強が必須です。また、実務に精通した社労士の先生方と交流を持つことで労務
分野の知見がより深まり、弁護士としてのスキルアップを感じました。

２．多くの労務トラブルに対応することで信頼を得ることができる
社労士の先生方と信頼関係を築くことができると、労働関連の案件を紹介していただけ
るようになりました。紹介案件の内容は、既に労務トラブルに巻き込まれている企業様の対
応が多く、迅速に対応することで社労士の先生方から信頼を得ることができました。

社労士の先生方からの紹介で多くの経営者、企業と接することで、業界の知識や経営者
の特性を知ることができました。経験を積み企業や業界の理解が深まることで、より戦略的
な提案ができるようになりました。

３．企業への理解が深まり、より戦略的な提案ができるようになる

１．交渉に重点を置き、紛争回避の姿勢を見せる
　労務トラブルを紛争に発展させずに交渉で解決する姿勢を見せることが重要です。特に
交渉をする際は社労士の先生方に同席していただき、協力して解決する姿勢を示すことが
効果的です。

２．セミナー形式ではなく双方向コミュニケーションが可能な勉強会を
　一方的な講義形式よりも、双方向の情報交換ができる勉強会形式を採用することで、よ
り深い関係を構築することができます。また分野によっては弁護士よりも社労士の先生方
のほうが経験を積まれているため、実務を学ぶ良い機会にもなります。

３．最新事例の把握及び提供
　今であれば働き方改革のように、社労士の先生方は企業が求めている労務ニーズに対し
て勉強をしたい、という人が多いです。勉強会の集客においても、最新の労務テーマを扱う
ことが重要となり、社労士の先生方の満足度も上がります。

労働に関する知識、社労士の先生方との人脈も乏しかった私が
わずか１年で顧問契約20件→60件まで伸ばした手法を公開します。

労働に関する知識、社労士の先生方との人脈も乏しかった私が
わずか１年で顧問契約20件→60件まで伸ばした手法を公開します。

関係構築の結果として、社労士の先生方との顧問契

約を獲得でき、また社労士の先生からの紹介による顧

問契約も獲得することができました。

社労士の先生方からの具体的な紹介案件の内容とし

ては、

・「元従業員から残業代請求をされた。」

・「従業員から不当解雇を主張された。」

・「地主から土地明渡請求訴訟を提起された。」

等、労務問題に限らず、様々な案件の紹介をいただくこ

とができました。

また、相手側に代理人がつくような訴訟案件が多
く、弁護士が入り込める余地があることから、心配して
いた社労士からの紹介も想定より多く発生しました。

　そして、社労士の先生方向けの勉強会から新たに契約した顧問企業と仕事をすることで、

労働分野の知識だけでなく、企業への提案方法の知識も集積することができ、労働分野以

外の相談から顧問契約を獲得できるようになり、わずか１年間で４０社の顧問先を獲得
することができました。

社労士事務所との関係構築が契機となり、
年間で４０社の顧問先を獲得！

■　社労士の先生方と関係を構築するべき3つの理由

■　勉強会を切り口に社労士開拓を実現する３つのポイント

１．労務分野の知見が深まり、スキルアップを図れる

社労士の先生方向け勉強会の様子
・開催場所：自事務所
・参加人数：8名
終始和やかな雰囲気で行われました。

2 日前にうつ病の相談があったばかりで
タイムリーなセミナーでありがとうござ
いました。初期対応はセミナーの通りで
きましたので、一つ安心しました。

レジュメのなかで紹介された判例や先生
の見解をぜひ、社労士業務に取り入れて
みたいと思います。

勉強会にご参加された先生方のアンケート（一部掲載）
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5 6

皆様こんにちは。
私は株式会社船井総合研究所　法律グループの吉冨国彦と申します。
レポートの内容はいかがでしたでしょうか。

社労士事務所との関係構築と聞いて、先生方の中には、
「社労士は弁護士と競合するものであり、
　　　　協業はおろか紹介案件は発生しないのでは？」

「社労士の方と協業をしても、
　　　　双方にメリットは少ないのでは？」
と考えられている方も少なくないのではないかと思います。
確かに、社労士事務所の業務範囲は、弁護士の先生方と少なからず重複している部分がございま
す。
しかし、協業をすることができない、紹介案件が発生しないのは、
社労士の先生方との正しい関係性構築方法を実践できていないからではないでしょうか。

レポートにある通り、長瀬先生は正しい関係性構築の方法を知り、実践することで、スポット案件
および顧問先となる候補企業が自然と発生する仕組みを作ることに成功しています。
長瀬先生とは2016年から顧問開拓に取り組み始め、今では社労士の先生方を通じ、顧問先が60
社を超えるようになりました。

また、長瀬先生以外にも、社労士の先生方との関係性を構築することで、様々なメリットを教授し
ている事務所も存在します。
次のページでは、社労士の先生方と関係性を構築するメリットをお伝えいたします。

入社後から一貫して法律事務所のコンサルティングに従事しており、特に企業法務・顧問案件の獲得を
専門領域としている。 顧問先の開拓に成功している数多くの法律事務所の事例を把握しており、 現
在、月に約20事務所の顧問開拓コンサルティングを行っている。また、商工会議所での講師依頼獲得
実績や、士業事務所チャネル開拓実績、士業事務所向け営業セミナーでの講演実績などがある。

株式会社船井総合研究所
士業支援部　法律グループ

実際に全国で多くの法律事務所が
士業事務所・地場企業を顧問化できている！

実際に全国で多くの法律事務所が
士業事務所・地場企業を顧問化できている！

吉冨 国彦 1 営業経験が無くても顧問開拓ができる

　社労士の先生方と関係性を持つことで、社労士の先生方が持
つ顧問先や顧客から、様々な相談を受けることができます。

　一般的な企業法務に関する相談に加え、経営者自身の個人的
な相談や、従業員の相談を受けることもでき、社労士を開拓する
ことで将来の見込案件を獲得できます。

　顧問開拓と聞くと、様々な会合や集まりに参加し、とにかく名刺
交換…というイメージをお持ちの先生方も多いのではないでしょ
うか。

　しかし、社労士の先生方と関係性を構築することで、集客の仕
組み化ができ、顧問契約数を増加させることができます。

　さらに、社労士の先生方は非常に勉強熱心な方が多く、勉強会
を開催することで多くの先生方にお集まりいただけ、関係性を構
築することが容易です。

　勤務弁護士の先生や事務局の方々にとっても、企業の経営者と
の関わりが増えることで、社会との繋がりや、やりがいを感じるこ
とができ、事務所へのロイヤリティや仕事への責任感を強く
持つようになります。

　また、企業法務分野への取り組みに関心を持つ修習生が増加し
ている傾向にあるため、社労士との関係性構築に取り組むことで
企業法務分野強化にも繋がり、どの事務所も苦労している弁護
士採用でアピールすることができるようになります。

2 顧問数だけでなく、一般民事の案件も増加！

3 所員が責任感を持つようになり、
採用やマネジメントにも相乗効果を発揮するようになる

・2016年7月　士業事務所のためのサムライ営業道場
「顧問契約獲得のための企業アプローチ成功手法」 

・ 2016年11月　企業法務実務研修
「顧問開拓実践事例共有ワーク及び参加事務所反響分析講座」

・2016年8月　顧問先開拓セミナー
「顧問化を実現するために特に重要な最新30事例」

・ 2017年2月　労務問題から顧問先開拓セミナー
「チャネル開拓・セミナー開催による顧問獲得事例講座」

【講演実績】
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事務所への信頼度が高まります。地域の有名企業
や金融機関等からお声掛けいただけるケースが
増えます。

数多くの企業法務に関する事案を扱うため、必然
的に専門性が高まります。

さて、セミナー当日に参加者様にお伝えする内容のほんの一部をご紹介すると…社労士事務所との関係性の重要性についてお伝えさせていただきましたが、そもそも顧問

開拓のメリットはどこにあるのでしょうか。

そのような声にお応えし、ここで、顧問開拓を行う6つのメリットをお伝えいたします。

いかがでしょうか。

このセミナーは、コンサルタントが小難しい概念論をお話するセミナーではありません。

セミナー翌日から先生方が地元ですぐに社労士事務所開拓を実践できるように、これまで

弊社が取り組んできた顧問獲得事例の中で、特にお勧めしたい成功事例をお伝えします。
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地方都市における顧問先の獲得方法がわかる！
顧問先の獲得方法に特化したセミナーのご案内

地方都市における顧問先の獲得方法がわかる！
顧問先の獲得方法に特化したセミナーのご案内

1 経営が安定する！

3 事務所の信頼度が
上がる！

5 専門性が深まり
差別化できる！

●

●
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●

●

●
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●

固定費は全て顧問料で賄うため、新規案件を探す
ストレスは少なく、経営と精神を安定させること
ができます。

弁護士・スタッフ共に良い人財を採用できるよう
になります。また、人財の成長も早いです。

企業法務以外の事案を扱う時間が減るため、個
人的にやりたかった企業法務の比率が多くなり
ます。

2 紹介案件が増加する！

4 地方でも良い人財が
採用できる！

6 やりたい仕事が増える！

紹介案件をただ待つのではなく、仕組み化するこ
とができます。また、顧問先が顧問先を紹介してく
れます。

社労士開拓に即効性のある2つの方法

接点を創った社労士から案件を紹介してもらうフォロー方法

顧問契約実績8事務所の他士業向け低価格顧問プランを公開

協業する上で絶対に知っておくべ社労士と税理士のそれぞれの特徴

案件を紹介してくれる社労士事務所の見分け方

社労士向け勉強会の集客で失敗しない人気のある3つのテーマ

社労士向け勉強会で参加率5%超えるDMの作成法

集客のための必須条件！集客できる名簿選定の仕方

社労士向け勉強会で集客する際の「3回シリーズセミナー」の方法

社労士と共同で新規顧問開拓を進める提案方法

弁護士と社労士の業務分野の棲み分け方法

スポット案件を顧問化する顧問化率80%超のクロージングトーク

顧問化しやすい相談内容の類型を初公開

顧問契約の継続率90%以上の戦略法務の実践方法

社労士が相談や案件を紹介したくなる弁護士像

労働者側社労士と使用者側社労士の違い

労働問題の専門家として取り組むべきブランディング方法

勉強会営業とWEBから得られる企業からの相談の違い

顧問が年間10件以上取れる企業法務WEBサイトの作り方

労働分野以外の勉強会開催による顧問獲得事例紹介

社労士が聞き入る勉強会の構成とテキストを公開

勉強会開催による顧問獲得事例紹介
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弊社にて開催した企業法務セミナーにご参加頂いた先生方から頂戴したセミナーの感想です。
沢山の顧問開拓成功事例をお聞き頂いたからでしょうか、「営業に積極的になれた」、「事務所の意識改革をしたい」という感想を沢山頂きました。
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過去に本シリーズのセミナーに参加された方の声

企業の力になりたいという想いとそれを外部に出すことの重要性
を改めて認識することができました。

顧問のメリットを文章化して、分かりやすくアピールする。

初回相談時の顧問提案をマストにしていきたい。具体的に顧問先の開拓方法などを知ることができて今後に活
かしていきたいと思っています。

「企業をサポートしていく熱意がベースにあっての顧問開始・
提言であることの大事さに改めて気づくことができて良かった
です。

企業をサポートしたいという意気込み、覚悟が強いのだと思います。
腹をくくって提案していきたいと思います！

おそらく非常に工夫・努力されているのではないかということが
伝わりました。可能な限り取り入れさせていただき、自社も成長
したいです。

事務所で一丸となって、
顧問先を増やす雰囲気作り（体制）を整える。

従来の「待ち」の姿勢から脱却する必要性を痛感、自身の意
識が大きく変わりました。

95% 満足

普
通

95%

本セミナーの満足度

西船橋法律事務所　所長弁護士　戸田 哲先生

弁護士にとって、顧問先の開拓はもちろん、顧問先の維持も
大きな悩みですが、解決のヒントをいただきました。顧問先の
拡大への一歩を踏み出した気がします。

顧問先の拡大への一歩を
踏み出した気がします。
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特別セミナーのご案内
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顧問開拓を進めることは、地域の経済や雇用を促進し、弁護士としての価値を高めることが

できます。しかし、弁護士業界の現状を見ると、企業に対して適切な法務サービスが提供できていると

は言い難いのが現実です。

より多くの企業に対して法務サービスを提供するためには、既に多くの企業と繋がりを持っている

社労士との関係を構築することは不可欠だと考えています。

では、社労士開拓で成果を出す事務所様とそうでない事務所様とでは、いったい何が異なるので

しょうか。

私は全国約20の法律事務所のコンサルティングを行っていますが、その経験から言えることは、正

しい開拓方法および維持の方法を実践しているか否か、この一点に尽きます。

しかもレポートにも書いたように、このルールは弁護士の先生であれば誰でもできるようなシンプル

なものばかりです。そこには難しいテクニックは必要ありません。実に簡単な方法を実行するだけで

す。

それは、反響率の高いDMを作成し、参加いただいた社労士の先生方に士業向け顧問

契約を提案し、契約後は定期的な勉強会でフォローをする。たったこれだけです。

繰り返しになりますが、人間は自分の興味のあることしか聞きません。この原理原則と弁護士とし

て持っている法律知識を社労士の役に立つ勉強会という形で開催するだけです。

全国で成果を出している事務所様は、ただこの方法を実行しただけなのです。

ですから、講義内容がすっと腹落ちしたのなら、あなたの事務所は社労士チャネル開拓ですぐに

成果を出せる事務所に生まれ変わる第一歩を踏み出したに違いありません。

　「毎月の受任件数に一喜一憂し、売上が安定しない」という不安が解消される。その価値が、事

務所を経営する先生にならわかるはずです。

それでは、セミナー当日、皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

営業を躊躇されていた先生方も、下記のようなツールを揃えることで不安が払拭

され、積極的に営業ができ、着実に成果を上げています。

また、こうしたツールを用意することで、営業方法が標準化され、継続的な営業が可

能になります。

今回は船井総研がご支援先様で実際に使用し、成果の出ている営業ツールを
公開します。

セミナー参加者様に営業ツールを大公開！

株式会社 船井総合研究所 
士業支援部 吉冨 国彦

セミナー・勉強会企画書／テキスト

チャネル開拓ＤＭ／サービスメニュー

営業トークスクリプト

01

02

03

顧問開拓をお考えの先生方へ
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講 座

第一講座
12:00～13:00

株式会社 船井総合研究所
法律グループ

吉冨 国彦

企業法務・顧問弁護士市場の現状と
社労士ルート開拓の必要性
～地方都市の事務所でも顧問獲得はできる！～

第二講座
13:10～15:10

弁護士法人 長瀬総合法律事務所
代表社員　弁護士

長瀬 佑志氏

社労士チャネルを開拓し、
士業顧問およびクライアントの顧問化を
仕組み化する方法

第三講座
15:20～16:35

株式会社 船井総合研究所
法律グループ

石黒 翔太
最新企業法務マーケティング事例報告

第四講座
16:35～17:00

株式会社 船井総合研究所
法律グループ 　グループマネージャー
シニア経営コンサルタント　

鈴木 圭介
本日のまとめ

内 容 講 師

顧問開拓セミナー
社労士チャネルを開拓し、顧問化を仕組み化する方法セミナー

※セミナー開催時間12:00～17:00

講師紹介

セミナー講座カリキュラム

先着100名様での開催となりますので、お早めにお申し込み下さいませ。

東京
会場
2017年11月18日（土）株式会社 船井総合研究所　東京本社

下記に一つでも該当された方は是非ご参加ください。

□ 企業法務に今後注力をし、顧問先を開拓したい。

□ 士業事務所と連携しているが、案件の紹介を受けたことが無い。

□ スポット案件から顧問契約獲得の仕組み化ができていない。

□ セミナーや勉強会講師の実績が無い。

13 14

顧問開拓セミナー
弁護士法人 長瀬総合法律事務所 代表社員　弁護士 長瀬 佑志氏

法律グループ株式会社 船井総合研究所 吉冨 国彦

社労士との関係構築、士業顧問
およびクライアントの顧問化を
仕組み化する方法

東京
会場 ㈱船井総合研究所 東京本社2017年11月18日（土）

弁護士法人 長瀬総合法律事務所　代表社員　弁護士

弁護士。東京大学法学部卒。2006年司法試験合格（司法研修所旧61期）。2008年に法律事務所最大手の西村あさひ法律事務所に
入所（第二東京弁護士会）。その後独立、茨城県内の事務所を経て、2013年4月長瀬総合法律事務所を設立。牛久市という人口8万人
商圏において、社労士事務所チャネルの開拓の他、セミナー営業、WEBマーケティングを強化し、年間で40社以上の顧問先企業を獲
得。経営者兼プレイングマネージャーとして、確かな手腕を発揮している。

長瀬 佑志氏

株式会社 船井総合研究所　法律グループ 　グループマネージャー　シニア経営コンサルタント　

法律グループ　グループマネージャー。法律事務所経営研究会及び企業法務研究会主幹。 年間250日以上は事務所へ出向いてコンサ
ルティングを行っている。実務に精通した提案は弁護士会からも評価されており、2015年に開催された第19回弁護士業務改革シン
ポジウムにおいては第三部会においてパネリストを務めた。マーケティングに関するコンサルティングのみならず、受任率の向上や業
務効率の向上、パートナー制度に伴う評価制度の構築、法律事務所の組織づくりに関するコンサルティングも行っている。

鈴木 圭介

船井総合研究所入社後、法律事務所コンサルティンググループに配属。法律事務所の企業法務・顧問案件の獲得を専門領域として担当
している。 顧問先の開拓に成功している数多くの法律事務所の事例を把握しており、特にこれから企業法務分野の強化を検討してい
る法律事務所におけるマーケティング戦略を得意としている。 商工会議所での講師依頼獲得実績や、士業事務所チャネル開拓、士業事
務所向け営業セミナーでの講演実績などがある。

吉冨 国彦

株式会社 船井総合研究所　法律グループ

株式会社 船井総合研究所　法律グループ

大学卒業後、新卒で船井総研に入社し、法律事務所コンサルティンググループへ配属。法律事務所の他にも、会計事務所や自動車業界
のコンサルティング経験を持つ。最近では企業法務分野を専門に取り扱っており、多くの事務所で顧問先数を増やし続けている。また、
ウェブマーケティングにも精通しており、弁護士のみならずあらゆる士業のホームページで集客の成功実績をもつ。現在までに100以
上のHPを管理・運用し、50以上のHPを制作している。 ゆるぎない信念に基づいた提案、実行力には社内外問わず定評があり、その
熱意はお客様からも支持を集めている。

石黒 翔太
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社労士ルート開拓の必要性
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のコンサルティング経験を持つ。最近では企業法務分野を専門に取り扱っており、多くの事務所で顧問先数を増やし続けている。また、
ウェブマーケティングにも精通しており、弁護士のみならずあらゆる士業のホームページで集客の成功実績をもつ。現在までに100以
上のHPを管理・運用し、50以上のHPを制作している。 ゆるぎない信念に基づいた提案、実行力には社内外問わず定評があり、その
熱意はお客様からも支持を集めている。

石黒 翔太

企業法務・顧問弁護士市場の現状と
社労士ルート開拓の必要性
～地方都市の事務所でも顧問獲得はできる！～



８万人の地方都市で人口た
っ
た

社労士開拓
顧問契約数が

60件20件
わずか　　で

先進事務所が顧問開拓を進める6つの理由

長瀬 佑志氏

1 経営が安定する！ 2 紹介案件が増加する！

3 事務所の信頼度が
上がる！ 4 地方でも良い人財が

採用できる！

5
専門性が深まり
差別化できる！ 6

やりたい仕事が
増える！

成功事例事務所

顧問先数を20社から60社まで伸ばした取り組みを大公開

に取り組みに取り組み
1年

顧問先を増やし、安定経営を実現している事務所が増加！
顧問先は地方でも増やすことができています。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所
代表社員　弁護士

顧問先数 50社以上
地域／青森県

顧問先企業を着実に増やし、地域に根付き、
安定した事務所経営を目指す所長様必見！

顧問先の開拓を本格化している事務所が少ない今が良い機会です！

D事務所

顧問先数 130社以上
地域／千葉県F事務所

平日
9:30～17:30TEL.0120-974-000 24時間

対応FAX.0120-974-111
主
　
催

株式会社 船井総合研究所　 〒100-0005東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階　申込に関するお問合せ：園田

WEBからもお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 024505

顧問開拓セミナー Ｓ024505お問い合わせNo.

顧問開拓成功事例

■　顧問開拓に成功されている事務所様の事例を大公開

■　全国で顧問先開拓成功事例が続出！

全国各地の先生方から、顧問開拓の成功事例が続々と届いており、地方都市の先生方でも、
着実に顧問先の開拓は進んでおります。今回は事例の一部をご紹介いたします。

地方都市で顧問開拓をするのは難しいと考えていましたが、
取り組み始めてからみるみる成果が出ました。地方都市に法
務ニーズが無いというのは弁護士の思い込みであり、どのよ
うな都市でも企業に法務ニーズがあるということを発見で
きました。

顧問契約などの企業法務分野は、個人分野と違いWEBマー
ケティングで顧客を獲得するのは難しいと思っていました。
しかし、基本に忠実にWEBマーケティングに取り組むこと
で、徐々に成果が出始め、気づけば顧問先が50社を超える
ようになっていました。

A事務所（60万人商圏） B事務所（30万人商圏）

事例1 事例2

セミナーを中心に顧問開拓に取り組み、 人口30万人都市で、WEBマーケティングを行い

顧問先数 90社以上
地域／福岡県G事務所

顧問先数 250社以上
地域／新潟県E事務所

顧問先数 50社以上
地域／山口県H事務所

5年間で顧問先を250社以上開拓！ 2年間で顧問先を20社以上開拓！

顧問先数 200社以上
地域／北海道C事務所
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●受講料のお振込は、開催日の1週間前までにお願い致します。　●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡
下さいますようお願い致します。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意下さい。

●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus(無料お試し期間は除く)、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

お振込先 三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通 No.5785820 口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ  セミナーグチ

講演収録DVD
&テキスト

※会員企業様は20％OFFでご購入いただけます（お試期間を除く）。※商品は
代金引換（現金払い）にて発送いたします（送料・代引手数料は弊社負担）。※商
品の発送は2018年1月上旬を予定しておりますが、諸事情により遅れる場合が
ございます。※代金引換時の受領伝票が領収証となります。

当日どうしてもご参加いただけない方のために

税抜 50,000円 （税込54,000円）

受講料

お申込方法

お振込先
下記口座に直接お振込下さい。

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。　※お振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

お問合せ お申込専用

株式会社 船井総合研究所

0120-974-111（24時間対応)TEL FAX

※受講票の発送をもってセミナー受付とさせて頂きます。

FAX：0120-974-111
フリガナ

事務所名

所在地

電話番号 (　　　　　　　　　) (　　　　　　　　　)FAX

〒

フリガナ

代表者名

日時・会場

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願い致します。

●申込みに関するお問合せ：園田　●内容に関するお問合せ：吉冨
0120-974-000 （平日9:30～17：30)

税抜 24,000円 （税込25,920円）／一名様一般企業 会員企業税抜30,000円 （税込32,400円）／一名様

顧問開拓セミナー

ご入会中の弊社研究会があれば　 をお付け下さい。

□ FUNAIメンバーズPlus　　□ その他各種研究会（　  　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究会）

□

□

FAX.0120-974-111
下記お申込用紙にご記入のうえFAXにてお送りくださいませ。

○FAXでのお申し込み

（24時間受付)

お申込いただきました後、郵便にて 受講票 と 会場の地図 をお送りいたします。 万一1週間前までにお手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

ご参加者
氏名

＠E-mail

2

年 齢役 職フリガナ

＠E-mail

1

年 齢役 職フリガナ

＠E-mail

4

年 齢役 職フリガナ

＠E-mail

3

年 齢役 職フリガナ

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？下記に現状の課題をできるだけ具体的に整理してください。

WEBからのお申込み

）頃日　　　月　　　日望希（。るす望希を談相営経別個料無、日後ーナミセ □　。るす望希を談相営経別個料無、日当ーナミセ □

お問合せNo. S024505 担 当 園田 宛

事務処理用コード

※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を希望されないときは、□を入れて当社宛にご連絡ください。　ダイレクトメールの発送を希望しません □

【個人情報に関する取り扱いについて】
1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研グループ各社の

がとこるすり送おに宛様者表代は内案ご（。すまりあがとこるす用使に等トーケンアや動活業営
あります）法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。詳しくはホーム
ページをご確認ください。
3.セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研グ
ループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代行

　会社に発送データとして預託することがございます。
4.必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡や受
講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございます。
5.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総研コーポ
レートリレーションズ・顧客データ管理チーム（TEL06-6232-0199）までご連絡ください。

【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス　総務部法務課（TEL03-6212-2924）

024505

にからちど（。すまい行を談相営経別個料無、り限に方るれさ加参ごにーナミセの回今、け向に決解題課の記上 　 をお付けください。）

年 齢役 職

船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］

右上検索窓に『お問合せNo.』を入力ください。→

11月17日（金）
17：00まで

お申込期限
2017年11月18日（土）
㈱船井総合研究所 東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-6　日本生命丸の内ビル21階

JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分
場
会
京
東

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。
また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。尚、中止の際、交通費の
払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

（受付11：30より）

開催
時間

開始

12：00
終了

17：00

DVD&テキストお申込
※音声のみの収録です。 □ 申し込む 　DVD（　　　　　セット） ※商品をお申込の際は、FAX受信後必ず確認のお電話をさせていただきます。

F2269
検


