
弁護士登録
５年未満の方、必見！

はじめてマーケティングに取り組む先生でも、

受任を増やすためのマーケティング
ノウハウ、ツールをすべてお伝えします！

弁護士１人で

１つでも当てはまる方は、ぜひご覧下さい！

開催概要

東京：２０１５年９月５日（土）東京：２０１５年９月５日（土）
大阪：２０１５年９月６日（日）大阪：２０１５年９月６日（日）
全会場：１２全会場：１２::３０～１７：００３０～１７：００ （受付１２：００～）（受付１２：００～）

講座内容

■■ 最新！弁護士業界の現状と最新！弁護士業界の現状と時流予測時流予測
■■ 開業・キャリア開業・キャリアをを成功に導く技術成功に導く技術
■■ 事務所を構えるための事務所を構えるための極意極意
■■ 独自独自の受任ルートの受任ルート構築ノウハウ構築ノウハウ

小前田先生が取り組んだ「マーケティング成功のステップ」 詳しくは中面へ

小前田法律事務所
代表弁護士

小前田 宙 先生

2010年12月開業
福井県福井市

株式会社船井総合研究所
法律事務所
コンサルティングチーム
チームリーダー

岡田 弘毅

最新の弁護士業界の動向を知りたい先生。

開業をするために成功事例を知りたい先生。

今後のキャリアのモデルを探している先生。

若手弁護士のマーケティング手法を学びたい先生。

独自の受任ルート構築を考えている先生。

今後さらに事務所規模を拡大したい先生。

〒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

■内容に関するお問合せ：岡田

TEL ： 0120-974-160 FAX ： 0120-974-111
（平日9:30～18:00） （年中無休）

http://www.funaisoken.co.jp/船井総研オフィシャルホームページ

弁護士向け開業・キャリアセミナー2015 お問合せ№：315189

主

催

■申込に関するお問合せ：鈴木（彩）



開業２年目。交通事故の業務
改革セミナーに参加

小前田先生が開業されたのは、弁護士登
録をした2010年の12月。即独という形で開
業し、開業直後は国選を中心に事件獲得を
されていました。当時は電話が鳴らない日
もあったそうです。

開業２年目。船井総合研究所から「真の被
害者救済のための交通事故業務改革セミ
ナー」と題したセミナー案内が届き、業務改
革に関心を抱いていた小前田先生は「とり
あえずセミナーを聞きに行ってみるか」とい
うくらいの気持ちで参加されました。

セミナーでは、
交通事故分野
でワンストップ
サービスを展

岡田：小前田先生、先日はありがとうござい
ました。セミナー後にお話されていた課題っ
てどういう課題なんでしょうか？

小前田先生の事務所は、福井県の県庁所
在地である福井市にあります。福井市は人
口26万人ほどの決して大きくない商圏です。
しかし、当時福井市の弁護士数は80名ほど
登録がありました。

先生：そうですね。一番の
課題は新件相談の獲得

岡田：そんなことはないですよ。それでは一
度、小前田先生が課題に思われていること
を、事務所でお聞かせいただけますか？

先生：何もないところですけど、いいですよ。

そして、小前田先生の事務所にお邪魔する
ことになりました。
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サービスを展
開し、被害者救
済に力を入れ
ている地域一
番事務所の代
表の話があり
ました。

そして、セミナー数日後、セミナー講師で
あった岡田から小前田先生へ電話が入りま
した。

岡田：セミナーありがとうございました。セミ
ナーはどうでしたか？

先生：参考になりましたよ。ただ、すぐにでき
ないなと思うところも多くて。

セミナー受講後、小前田先生は「将来的に
はワンストップサービスをしたいけれど、ま
ずは新件相談が入るようにしならなければ
な」と思われていたそうです。

ですね。福井市は人口も
そんなに多くないですし、
既に弁護士も多数いるの
でそんなに新件相談は
入ってこないんですよね。

先生：本当は事務所を大きくして、よりお客様
のニーズに応えられる安定したリーガルサー
ビスを提供できる法律事務所を作りたいと考
えているのですが、なかなか・・・。

岡田：なるほど。でもそういう悩みならば、問題
解決できそうですね！

先生：えっ、そうなんですか？

岡田：確かに人口や弁護士の登録数は、新件
相談の数に影響しますが、正しいマーケティン
グを行えば、新件相談獲得の課題は解決でき
ますよ。具体的には・・・

先生：なるほど、面白そうですね！やってみま
しょうか！岡田さん、よろしくお願いします。
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先生：それはどういうことでしょうか？

岡田：先輩弁護士の先生方が狙わないお
客様をターゲットにしましょう。

など、通常の弁護士が嫌がるような分野や
お客様に対して、マーケティングを集中して
行いましょう。

小前田先生の場合、交通事故事件の実績
が多かったため、交通事故分野をターゲット
として選定しました。また、単発で継続性が
ないため注力する事務所が少なかった交通
事故被害者側でのマーケティングに注力す
ることにしました。

・単発で継続性が低い分野
・対応が面倒だと思われているお客様
・なかなか受任に繋がらないと思われている
お客様

岡田：ぜひ一緒に目標達成できるように頑
張りましょうね！

このような形で小前田先生とのお付き合い
は始まりました。

小前田先生が他の弁護士の先生方と違うと
ころがあるとすれば「事務所を拡大したい」と
いう明確な想いをお持ちだったことです。

私は毎年数百人の経営者の方とお会いさせ
て頂いていますが、伸びている事務所の特
徴の1つは、ボスが自分の目指すべき方向
性をしっかりと見定めており、方向性に沿っ
た施策を確実に行われていることです。

本日のレポートでは、小前田先生と一緒に
進めてきたマーケティング手法について、お
手伝いを開始した2012年から今までの取り
組みをご紹介致します。

岡田：つまり

2012年11月

ターゲットとマーケティング手法の選定

★ノウハウ １★
ターゲットを決めて早期にシェア確立を実現
する

まず、小前田先生の事務所がある福井市と
いう立地を考慮すると、県内全域を商圏と
するマーケティングよりも、市内に集中した
マーケティングを行い、お客様からの相談を
増やしたほうが良いと判断し、福井市内に
おけるシェアを高めるマーケティングを行う
ことにしました。

また、小前田先生は即独
で開業をされていたので、
昔から福井市で事務所
経営をされている先生方
には人脈ではなかなか
勝てません。

ることにしました。

★ノウハウ ２★
お客様ニーズに合わせたマーケティング手
法を選定

ターゲットが明確になったあとは、どのように
ターゲットに情報を届けていくかという点が
重要です。ＢｔｏＣの場合、今、一番反響が多
く、費用対効果が高い媒体が『ホームペー
ジ』です。ホームページを用いたマーケティン
グは全国各地で成功事例が出てきており、
毎月30件以上の問合せを獲得される事務所
も多数あります。

岡田：個人客向けのマーケティング手法では
今はホームページを活用したマーケティング
が有効です。お客様が必要とする情報を掲
載し、リスティング広告やＳＥＯ対策などの施
策を行っていれば、ホームページを見たお
客様からの問合せが発生するんですよ。
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2013年1月
ホームページ完成！集客開始！

★ノウハウ ３★
問合せにつながるコンテンツと導線づくり

そして、ホームページづくりがスタートしま
した。11月から考えてきた交通事故分野
に関する法律情報を発信するため、交通
事故に特化した法律情報や、安心して利
用してもらえるようなコンテンツを整備しま
した。

先生：なるほど、それは魅力的ですね。

岡田：最近はインターネットを使って自分
で法律情報を調べることが当たり前になっ
てきています。ですから、ホームページを
持っていれば、法律情報を探しているお客
様が事務所を知る確率が高まるので、ま
ずはホームページを作りましょう！

岡田：そんなことないですよ。お客様はもっ
と不安に思いながら相談される方も多いで
すし、ぜひお客様にインタビューやアンケー
トをお願いしてみて下さい！

このようにして、コンテンツ整備が進みまし
た。ホームページのデザインでは、交通事
故被害者の方が交通事故に関するホーム
ページであるということが分かりやすくなる
ように、屋号を工夫したり、一層安心感を高
めていくためにも、小前田先生の顔写真が
多数入るようなデザインにしました。

デザインや
レイアウトは
非常に重要
な要素です。

いかに読んでもらいたい文章であっても、
した。

岡田：交通事故被害者の方に特化した
マーケティングになるので、交通事故分
野に関するコンテンツを整備しましょう。
また、被害者の方は先生方の方針を非常
に見ていますので、「事件処理方針」を熱
い想いを込めて書いていただけますか？

先生：なるほど、しっかりと事件に対する想
いを書くようにしますね。

岡田：また、お客様は初めて弁護士の先
生に相談することになる方も多いので、安
心して相談してもらえるように、相談者の
方にお客様の声を依頼し、ホームページ
でご紹介できるようにしましょう。

先生：お客様の声ですか。なかなか恥ず
かしいですね。。。

このような打合せを経て、ホームページが
完成し、集客活動が開始されました。

コンテンツの配置場所が違うだけでお客様
の目には留まらず、結果としてお問合せに
つながりません。

★ノウハウ ４★
広告を用いて月400人の閲覧者を獲得

ところで、ホームページをオープンするだけ
では、お客様からの問合せは発生しません。
まずは、お問合せを頂くために「ホームペー
ジへの集客」を行うことが重要になります。

岡田：よくある間違いに「ホームページを作っ
たけれど、問合せは無い」という話をされる
先生もいるのですが、実はホームページは
作っただけではほとんど閲覧されません。
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ですから、ホームページを開設して間もない

確かにホームページを作るまでは、先生方
のモチベーションも高いので一生懸命作られ
る方が多いのですが、オープン後に継続して
更新や改善をされる方は少数です。

また、ホームページの改善も分析に基づい
て行われているケースも少なく、ほとんどの
改善が効果的であるとはいえないものが多
いです。

小前田先生は、ホームページの運用データ
を毎月分析ツールを使って取得し、問題点
の抽出をしています。

先生：問合せは増えてきたのですが、さらに問
合せを増やすためにはどうしたらいいのでしょ
うか？

岡田：ホームページを見ている方の全てが
問い合わせをしていないケースもあります。
ですから、まずはホームページの問題点を

ですから、ホームページをより多くのお客様
に見てもらうために広告を行うことが必要な
んです。

先生：それはどのような広告なのですか？

岡田：主に、ホームページの広告では「リス
ティング広告」と「ＳＥＯ対策」の2つになりま
す。リスティング広告とは、インターネットで
検索した際に、検索画面で最上段と右側に
掲載される部分の広告です。この広告をク
リックすると、ホームページに誘導できるよう
にすることができます。

また、ＳＥＯ対策もインターネットで検索した
際に、上位に表示させるための対策になる
のですが、こちらはリスティング広告よりも成
果が出るまでに時間がかかってしまう特徴
があります。

ですから、ホームページを開設して間もない
うちは、即効性のあるリスティング広告を中
心に閲覧者を増やして問合せにつなげてい
きましょう！

そして、ホームページをオープンして１ヶ月も
しないうちに、1件目の受任が決まりました。

ですから、まずはホームページの問題点を
探し出し、改善をしていくことが必要です。

訪問者の数 訪問数
１人が見た平均

ページ数
新規ユーザー率 直帰率

6月 6,389 【前月比 0.79  倍】 2,795 3,357 1.90 74.53% 72.89%

5月 8,134 【前月比 1.34  倍】 3,398 4,033 2.02 78.11% 70.87%

4月 6,053 【前月比 1.03  倍】 2,285 2,733 2.21 76.22% 71.09%

3月 5,882 【前月比 1.10  倍】 2,315 2,819 2.09 75.03% 72.79%

2月 5,346 【前月比 1.03  倍】 2,025 2,386 2.24 77.66% 68.11%

1月 5,175 【前月比 1.32  倍】 1,827 2,204 2.35 76.68% 67.01%

12月 3,933 【前月比 1.19  倍】 1,523 1,797 2.19 79.74% 68.89%

11月 3,316 【前月比 0.81  倍】 1,094 1,304 2.54 77.45% 64.34%

10月 4,104 【前月比 1.36  倍】 896 1,200 3.42 67.67% 59.67%

9月 3,018 【前月比 1.06  倍】 876 1,121 2.69 71.28% 62.89%

8月 2,845 【前月比 1.01  倍】 813 994 2.86 75.45% 60.87%

7月 2,826 742 958 2.95 70.77% 57.62%

6,389 pv

ページビュー

(PV)数
訪問者の数

1日の平均

ページビュー

1日平均訪問

者数
1人が見た平均

ページ数
直帰率

アクセスが多

い曜日

アクセスの

多い時間帯
新規訪問者

今月 6,389 2,795 206 93 2.29 72.89% 74.53%

先月 8,134 3,398 262 113 2.39 70.87% 78.11%

75% 【目標値は 5  割以上】

■1ヶ月アクセス概要

■年間推移表　

ページビュー（PV）数

■ページビュー[ 目標は、10,000ｐｖ] ■新規ユーザー

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ
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PV

例えば、そもそ
も訪問数が少な
いのか、直帰率
や離脱率などが
高くコンテンツ
内部の改善が
必要かどうかな
ど、分析ツール
を使って改善点
を洗い出しま
しょう。

2013年2月
販促活動を加速させるべくＰＤＣＡ
サイクルをまわす！

★ノウハウ ５★
ホームページの定期的な分析＆改善

よくあるホームページ活用の失敗例として、
ホームページを開設したが、その後は特に
何も手を加えないということがあります。

改善点を修正した場合は、定期的に改善点
がどのように数値変化したか定点観測を行
い、更に数値が良い状況になるように改善し
続けます。

小前田先生：なるほど、改善を加え続けて問
合せを増やしていくのですね！

リスティング広告とＳＥＯ対策との違い
 即効性 キーワードの多様性

リスティング広告 高い 有
ＳＥＯ対策 低い 無
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岡田：まずは近隣で積極的に活動している
他士業の先生方をリストアップしましょう！そ
して、面識があれば直接ご挨拶にお伺いして

先生：なるほど、改善を加え続けて問合せを
増やしていくのですね！

岡田：問合せが増えれば、１件当たりの受任
につながるコストも下げることができるように
なります。※2015年現在、1件あたり3万円ま
で受任コストは下げられています。

ホームページオープンから3ヶ月後には、問
合せは10件を超えるようになり、問合せの増
加に比例して受任件数も安定して増えてい

ニーズ
顕在

ニーズ
潜在

緊急性
高い

緊急性
低い

ホームページ

が有効

第三者による

ニーズ喚起
が必要

ニーズが潜在
化している場
合は、第三者
からお客様の
ニーズを喚起
してもらうこと
が必要になり
ます。

先生：あまり協力者に心当たりがないのです
が、どのようすればいいですか？

岡田：問合せが増えれば、１件当たりの受任
につながるコストも下げることができるように
なります。※2015年現在、1件あたり3万円ま
で受任コストは下げられています。

ホームページオープンから3ヶ月後には、問
合せは10件を超えるようになり、問合せの増
加に比例して受任件数も安定して増えてい
きました。

そこで、このお客様ニーズを喚起してもらえ
る協力者を増やし、問合せを増やしていく
マーケティングが有効です。

して、面識があれば直接ご挨拶にお伺いして
もいいと思いますが、面識が無い方場合は、
お手紙をお送りしてご挨拶につなげましょう。

先生：やってみましょう！

この取り組みの後、幸いにも年齢も近く、非
常に前向きで業務連携が可能な他士業の先
生と出会うことができ、今では切っても切り離
せないパートナーとして取り組みを一緒に進
められています。

新しい業務を行う場合や既存の業務を拡大
していく場合、協力してもらえるパートナーが
いるかどうかは非常に重要です。特に、開業
したばかりの先生方の場合には、重要なポ
イントになります。

加に比例して受任件数も安定して増えてい
きました。

2013年3月 協業先の開拓

★ノウハウ ６★
一緒に仕事を創り出せるパートナー探し

岡田：問合せも大分増えてきていますが、さ
らに問合せを増やすために、ホームページ
以外のマーケティングにもチャレンジしてみ
ませんか？

先生：どのようなマーケティングでしょうか？

岡田：はい、ホームページのマーケティング
の良いところは、ニーズが顕在化している場
合のお客様に対しては有効なのですが、
ニーズが潜在化している場合、なかなか
ホームページでのマーケティングは成果に
つながりにくいものです。



2013年4月～現在に至るまで

★ノウハウ ７★
夢の実現に向けて挑戦し続ける

その後も小前田先生は1つ1つマーケティン
グ活動に取組まれ、現在では月30件を超え
る問合せが寄せられる状態で、事務員さん
からも「問合せが毎日入ってくるようになり
ました」とご報告も頂いています。

また、事務所の取扱い事件の増加に伴い
弁護士の採用を行われると共に事務所移
転され、更なる事業拡大に向けて日々業務
に邁進されています。

新しい事務所では、完全個室の相談室や、
相談時間のバッティングをなくすために、相
談室を3つ設置されるなど、小前田先生の
「よりお客様に配慮したサービスを提供でき
る空間を作りたい」という想いを形にされて
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先生：よりお客様のためになるサービスの追
求や情報発信をしたいですね。まだまだや
れることがたくさんあるので、今後も走り続け
ていきたいと思います。

岡田：そうですね。今後も新しい取り組みに
どんどんチャレンジしていきましょう！

る空間を作りたい」という想いを形にされて
います。

岡田：新しい事務所は更にお客様に配慮し
た形の事務所になりましたね！

先生：まだまだお客様に提供するサービスレ
ベルを高めたいですね。弁護士の中でもお
客様目線で考える先生方も増えてきました
が、そうは言っても職人気質な先生が多いの
も事実です。
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皆様、レポートを最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
小前田先生の開業からの軌跡はいかがでしたでしょうか？
弁護士としての開業やキャリア形成が年々厳しくなってきている中、なかなか自分が描いて

いた弁護士像とは異なる現状にお悩みになられている先生も少なくありません。

また、今はなんとかなっているけれど、将来的にどうなっていくか先が見えないと不安をお
抱えになられている方も多いです。

しかし、同じ弁護士であっても、うまくいく「やり方」を行うことで、事務所を軌道に乗せ、描い
ているキャリアを実現されている弁護士の先生方がいらっしゃることも事実なのです。

このレポートでご紹介したお話は、小前田先生が取り組んでこられた取り組みのほんの一
部に過ぎません。実際は、レポートでご紹介できなかったホームページ作成の工程や協業先
開拓におけるツール、依頼者から支持されるための施策が多数あるのですが、なかなか紙
面の関係上、全てをお伝えすることができませんでした。

そこで、この度、小前田先生がこれまで取り組んでこられた具体的な体験談を直接
お聞きいただけるセミナーを開催させて頂くことになりました！

セミナー当日は、レポートでご紹介した「弁護士としてのキャリア形成を成功させるノウハ
ウ」を含む成功させるマーケティングの手法を事例を交えてご紹介させていただくほか、開業
や事務所移転では戦略的に重要な立地選定の技術、また事務所レイアウトの考え方なども
合わせてお話させて頂きます。

今回のセミナーでお伝えする内容の一部をご紹介させて頂きますと・・・

～開業・移転～
開業で成功するための独自固有の長所の探し方
失敗しない！事務所立地の選び６つのポイント
業務効率を高めるオフィスレイアウト
顧客満足度を高める事務所内備品
応募が殺到するハローワーク募集票の書き方
スタッフ採用の成功確率を高める面談シート
開業で失敗しない収支シュミレーションの作り方

【本セミナーでお伝えする内容の一部のご紹介】

※内容は変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
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その他にも、開業・キャリア形成において、すぐに導入可能なツールや事例を多数ご紹介さ
せて頂きます。

また、セミナー当日は小前田先生にゲスト講師としてご講演していただきます。
即独で開業してから現在に至るまで、マーケティングに取り組んできた内容や体験談を、直

～マーケティング編～
弁護士１人で年間100件の受任を達成するマーケティング戦略
とは？
今取り組むべきマーケティング媒体
最新版 成功するＷＥＢマーケティング戦略とは？
後発組でも負けないリスティング広告運用のポイント
圧倒的に面談効率を高める相談票
リピート率・受任率を飛躍的に高める小冊子
つながり０からでも関係性を構築できるアンケート型ＤＭ
紹介がどんどん増えるニュースレターのポイント

接、小前田先生から聞けるまたとないチャンスです。
当日は実際に使っているツールなどもご紹介いただきながら、ご講演いただきます。

小前田先生はプレイヤーとしてもご活躍されているため、日程調整も無理を言ってお願いさ

せていただいている関係で、今回限りの開催になります。ぜひ、この機会をお見逃し無く
ご参加下さい！

なお、会場の関係で限定３０名のご案内となりますので、ぜひお早めにお申し込み下さい。

セミナーの参加費用ですが、

１件受任することが出来れば、十分に元が取れる価格かと思います。
ぜひ「事務所経営に前向きな先生」、「今後のご自身のキャリアを成功させたいと
お考えの先生」のご参加をお待ちしております。

会員企業 24,000円／1名（税抜） 25,920円／1名（税込）

一般企業 30,000円／1名（税抜） 32,400円／1名（税込）

株式会社船井総合研究所
法律事務所コンサルティングチーム 岡田弘毅



■ 「弁護士向け開業・キャリアセミナー2015」カリキュラム

講座 内容 講師

第一講座

１２：３０～１３：００

最新！弁護士業界の現状と時流予測

～今、選ばれている法律事務所の条件～

㈱船井総合研究所

経営コンサルタント 岡田 弘毅

第二講座

１３：００～１４：００

【特別ゲスト講座】

開業・キャリアを成功に導く技術

～開業からこれまで取り組んできたこと、

今後目指しているもの～

小前田法律事務所

代表弁護士 小前田 宙 先生

第三講座

１４：１０～１５：１０

事務所を構えるための極意

～立地選定・開業準備～

㈱船井総合研究所

アシスタントコンサルタント 阿部 悠紀

㈱船井総合研究所 堀本 悠

第四講座

１５：２０～１６：２０

独自の受任ルート構築ノウハウ

～ＷＥＢ活用・紹介ルート開拓～

㈱船井総合研究所

山根 大地 ・ 川上 英秀朗

第五講座

１６：３０～１７：００

本日のまとめ

～明日から始められること～

㈱船井総合研究所

シニア経営コンサルタント 鈴木 圭介

無料個別相談（１７：００～１７：３０） ※先着順になります。
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講 師

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

シニア経営コンサルタント

鈴木 圭介

小前田法律事務所

代表弁護士 小前田 宙 先生

２０１０年１２月に福井県福井市で即独で開業。開業後、様々なマーケティ

ング活動に取組み、事業を順調に拡大させている、今注目の若手弁護士

の一人。船井総合研究所主催「法律事務所経営研究会」の会員企業様。

船井総合研究所法律事務所専門コンサルティングチームにお

けるチームリーダー。法律事務所経営研究会主宰。実務に精

通したノウハウは、弁護士会からも注目され、2014年度は、福

岡県弁護士会や岡山県弁護士会にて講演も行っている。

すずき けいすけ

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

堀本 悠
日本全国で商圏規模を問わず、20以上の法律事務所のコンサ

ルティングに従事している。WEBやチラシを活用したマーケティン

グ、アライアンス強化などによる案件獲得などに携わっている。

近年では法律事務所の開業支援に注力し顧客の支援している。

ほりもと はるか

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

アシスタントコンサルタント

阿部 悠紀
東京・大阪・名古屋などの都心部を中心に、月間20件以上のク

ラ イアントを訪問し、即時業績向上に向けた取り組み を日々

実践している。 WEBマーケティングに強みを持ち、リスティング

広告の最適化、 LPOなどで多くの成功事例を持つ。

あべ ゆうき

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

山根 大地
新卒で入社後、累計50以上のＷＥＢサイトを管理し、商圏拡大、

開業支援におけるウェブマーケティングにおいて実績を持つ。年

間200日以上実際に事務所へ出向いてコンサルティングを行って

おり、その現場に即した提案は多く事務所から支持されている。

やまね だいち

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

川上 英秀朗
月20日以上は法律事務所に赴くことで培った、現場目線の業績

アップコンサルティングの手法に定評があり、多くの実績がある。

特に豊富なウェブマーケティングの実績があり、現在も開業直後

のクライアントの業績アップに貢献している。

かわかみ えいしゅうろう

株式会社船井総合研究所

法律事務所コンサルティングチーム

経営コンサルタント

岡田 弘毅
船井総合研究所の法律事務所コンサルティングチームのチー

ムリーダー。全国各地にクライアントを抱え、弁護士1人の法律

事務所から10人以上の法律事務所まで幅広くコンサルティン

グ活動に従事し、クライアントの業績アップを成功させている。

おかだ ひろき

こまえだ ひろし



弁護士向け開業・キャリアセミナー2015 開催概要

【東京会場】
２０１５年９月５日（土） 12：30～17：00 （受付12：00～）

船井総合研究所 東京本社 （JR東京駅 丸の内北口 徒歩１分）

【大阪会場】
２０１５年９月６日（日） 12：30～17：00 （受付12：00～）

船井総合研究所 大阪本社 （大阪市営地下鉄 淀屋橋駅徒歩3分）

※会員企業様とは、FUNAIメンバーズPlus（無料お試し期間を除く）、
各種研究会にご入会中の企業様のことです。

■お振込先 三井住友銀行【0009】 近畿第一支店【974】
普通口座№ 5785189 ｶ)ﾌﾅｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ ｾﾐﾅｰｸﾞﾁ

※お振込先口座は当セミナー専用の振込口座となっております。
※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。

■日時・会場

■参 加 費 一般企業 1名様 ： 30,000円（税抜） 32,400円 （税込）

会員企業 1名様 ： 24,000円（税抜） 25,920円 （税込）

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はいたしかねますので、予めご了承ください。

※受講料は開催日前までに税込価格でお振込ください。
※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
※ご参加をお取消される場合は、9月2日（水）までに、お電話にて下記申込担当までご連絡ください。
それ以降のお取消しの場合は、キャンセル料として参加料の５０％、当日および無断欠席は
１００％を申し受けますのでご注意ください。

■お問合せ
㈱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

TEL：0120-974-160（平日9:30～18:00） 申込専用FAX：0120-974-111（24時間受付）

●申込に関するお問合せ：鈴木(彩)

●内容に関するお問合せ：第二経営支援部 岡田(弘)

■お申込
別紙のお申込用紙にご記入の上、FAXにてお申込ください。

開催一週間前までに連絡担当者様宛てに受講票をお送りいたします。会場・参加料のご確認をお願いします。
万一、お手元に届かない場合は、お手数ですが上記申込担当までご連絡をお願いします。

お申込期限：東京・大阪ともに2015年9月4日（金）17:00 迄



フリガナ

事務所名

フリガナ

代表者名

所在地
〒

電話番号 FAX番号

フリガナ お役職

ＦＡＸお申込用紙 ０１２０－９７４－１１１
担当 ： 鈴木（彩）・阿久津（美）

弁護士向け開業・キャリアセミナー2015

□東京会場：2015年9月5日（土） □大阪会場：2015年9月6日（日）

ご希望の会場に をお付けください

お問合せ№:３１５１８９

一般（１名様）：税抜30,000円（税込32,400円） 会員（１名様）：税抜24,000円（税込25,920円）

連絡担当者

ご参加者名 登録番号 ご年齢 ご参加者名 登録番号 ご年齢

フリガナ フリガナ

氏名 氏名

アドレス ＠ アドレス ＠

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があればご記入ください
当日セミナー後の経営相談（約３０分）を希望されますか

（ をおつけください）

・ＦＵＮＡＩメンバーズＰｌｕｓ

・各種研究会 （ 研究会）
□経営相談を希望する ・ □経営相談を希望しない

【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営業活動やアンケート等に使用することがあります。（ご案内は代表者
様宛にお送りすることがあります）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致します。詳しくはホームページをご確認下さい。
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・データ管理チーム（TEL06-7711-1179）までご連絡
ください。

【個人情報に関するお問合せ】
株式会社船井総研ホールディングス 個人情報保護対策室（個人情報保護責任者代理）：齊藤英二郎（TEL03-6212-2923）

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

F2090
検

F2239
士業黒


