
料金表（行政書士業務）   

 金料 名件 金料 名件 金料 名件

【法人設立サポート】印紙等別途請求 消費税別途  ～000,051 ）人法（加追の種業 【自動車関係】印紙等別途請求  

 ～000,031 ）人個（加追の種業 ～000,021 立設の社会式株
自動車名義変更・登録・廃車・希望ナンバ

ー申請 
― 

込料数手・明証所場管保車動自(明証庫車 ～000,04 ）分年1：人法（届更変算決 ～000,005 立設の人法団財・人法団社 ) 12,500～ 

 ～000,04 ）分年1：人個（届更変算決 ～000,005 立設の人法療医
自動車リサイクル法に基づく取引業者の届

出 
― 

 ―)者業得既廃産(成作の書業作準標 〃  ～000,05 更変の者任責理管務業営経 ～000,051 立設の人法OPN

 ― 請申可許業体解・業砕破 〃  ～000,05 除削更変加追の者術技任専 ～000,009 立設の人法教宗

 ～000,05 加追の員役者表代 ～000,002 立設の合組同協業事 【入国管理関係】   

【営業・風俗開業関係】印紙等別途請求  ～000,003 請申可許化帰 ～000,05 更変の員役 

請申証査国外 ～000,05 除削加追の格資家国 ～000,051 請申録登等業行旅  80,000～ 

 ～000,001 請申付交書明証定認格資留在 ～000,05 更変号商 ～000,006 請申可許業庫倉

 ～000,58 請申得取格資留在 ～000,05 動異の金本資 ～000,002 )ーレバャキ(請申可許号1業営俗風

 ～000,061 請申可許別特留在 ～000,05 書調主株 ～000,002 )店食飲交社・店理料(請申可許号2業営俗風

紙印】言遺・続相【 ～000,07 )年1種業一：人個(審経 ～000,002 )コスィデ・ブラクトイナ(請申可許号3業営俗風 等別途請求  

料管保(言遺言証筆自 ～000,001 )分年21種業一：人個(審経 ～000,002 )等ルーホスンダ(請申可許号4業営俗風  ～000,001 )金

 )含分名2人証(言遺言証密秘 ～000,08 )村町市：品物(願名指 ～000,002 )店食飲度照低(請申可許号5業営俗風 150,000～ 

作書議協とめとまりとの割分産遺 ～000,08 )村町市：事工(願名指 ～000,002 )店食飲席画区(請申可許号6業営俗風 成 500,000～ 

 ～000,003 行執の言遺 ～000,57 請申録登業事工体解 ～000,003 )店ンャジーマ(請申可許号7業営俗風

 ～000,000,1 )店コンチパ(   〃 【建設関連業界】印紙等別途請求  ～000,051 成作のみの書議協割分産遺  

〃   (射的・スマートボール等の遊戯) 300,000～ 道路占有許可申請  ～000,003 成作の図系家 ～000,001

風俗営業 8号許可申請 

(ゲームセンター・ゲーム喫茶) 
300,000～ 宅地建物取引業免許申請(新規・更新) 200,000～ 【示談・契約書・告訴状】印紙等別途請求  

 ～000,51 )成作書文(成作便郵明証容内 ～000,04 届始開業事工気電 ～000,03 請申可許業営店食飲

 ～000,52 求請償賠に損CR＋るよに故事通交 ～000,05 請申録登者業事工気電 ― 届始開業営店食飲供提類酒夜深

 ～000,05 )込料便郵明証容内(フオ・グンリーク ～000,006 告申税所業事 ― 請申可許業造製品食

リサイクルショップ（古着商）許可申請 50,000～ 【産廃・安全関係】印紙等別途請求  公正証書作成手続(文書作成) 50,000～ 

)搬運集収(請申可許業理処物棄廃業産 ～000,051 請申可許業事介紹業職料有  150,000～ 公正証書作成手続(公証役場立会い) 100,000～ 

 ～000,002 請申可許遣派者働労般一
産業廃棄物処理業許可申請(中間最終処分場許

可) 
 ～000,05 証認成作款定の等人法 ～000,57

000,03 成作の等書談示・書末始・書覚・書念 ～000,08 届置設の等備設用使器火 ～000,001 出届遣派者働労定特 ～ 

 ～000,03 成作書約契借貸賃書約契負請 ～000,08 届始開用使物象対火防 ～000,001 請申録登業金貸

 ～000,05 成作の書告報故事・書述陳・状訴告 ～000,003 係関法害公 ～000,051 請申可許売販類酒

【組織変更サポート】印紙等別途請求  ～000,54 請申業事工置設置装水給定指 
日本政策金融公庫融資における事業計画作

成 
100,000～ 

 ～000,03 更変種各の社会限有・社会式株 【許可・免許サポート】印紙等別途   準消費貸借契約書作成(金利計算無) 50,000～ 

 ～000,05 更変の織組社会
建設コンサルタント、地質調査業者、測量業者

の登録申請 
150,000～  〃   (金利計算有) 100,000～ 

 ～000,051 請申査審項事営経業設建 ～000,05 ）款定始原（成作款定
【交通事故による損害賠償請求】印紙等別

途請求 
 

 ～000,04 ）款定行現（  〃
建設工事・物品購入・測量・経営コンサルタン

ト等の競争入札参加資格申請 
  ＊＊＊求請責賠自＊＊＊ ～000,06

000,05 合場の亡死び及害障 ～000,021 録登の槽水貯水料飲物設建定特 ～000,03 登記申請除く）（転移店本 ～ 

 ～000,05 求請の金払仮 ～000,001 請申可許の更変事工び及備設事工 ～000,03 ） 〃 （更変員役

【労使関係】印紙等別途請求  指定作業場設置及び指定作業場変更の届出 100,000～ 障害に後遺障害が付加した場合 100,000～ 

  ＊＊＊求請険保意任＊＊＊  請申可許の連関業送運車動自 ～000,003 成作程規諸・則規業就

05 合場の亡死び及害障 ～000,003 請申の係関険保責賠自 ～000,002 )いなま含課考事人・計設金賃(成作程規金賃 ,000～ 

 ～000,051 ） 〃 （成作程規金職退 【運輸業関係】印紙等別途請求  ～000,001 合場たし加付が害障遺後に害障  

【建設業許可申請関係】印紙等別途請求  
一般貸切旅客自動車運送業経営許可申請(貸切

バス) 
  ＊＊＊求請損物＊＊＊ ～000,007

建設業許可申請（新規・法人・大臣許可） 400,000～    〃    ～000,05 者害被 ～000,05 )告報業営(

 ～000,08 者害加 ～000,006 )ーシクタ(許免営経客旅用乗般一 ～000,003 ）臣大→事知（え換許免

建設業許可申請（更新・法人・大臣許可） 200,000～ 一般貨物経営許可(トラック) 550,000～ ＊＊＊相談料＊＊＊ １時間につき 5,000～ 

建設業許可申請（新規・法人・知事許可） 220,000～    〃    ＊＊＊費泊宿・費旅張出・証検場現＊＊＊ ～000,05 )告報業営(

建設業許可申請（新規・個人・知事許可） 200,000～ 第一種利用運送（車）事業経営許可 300,000～ 日帰り半日以内 20,000～ 

建設業許可申請（更新・法人・知事許可） 120,000～ 
第一種利用運送(自動車)事業経営許可(営業報

告) 
 ～000,03 内以日1り帰日 ～000,06

建設業許可申請（更新・個人・知事許可） 100,000～ 貨物軽自動車運送事業開始届 100,000～ 宿泊 1日以内 
50,000～＋ 

宿泊料実費 

※１ 郵便料・交通費・宿泊費等の実費が派生した場合は報酬とは別に請求します。 

※２ 印紙代・証紙代・登録免許税・公的手数料が発生した場合は報酬とは別に請求します。 


