
まほろば⾏政書⼠事務所 
奈良県⾏政書⼠会 登録番号第 21280801 号 

 

(注) 相談料は ①対⾯の場合 5,000 円/60 分，②オンライン相談の場合 3,000 円/60 分です。 
   なお，相談料は前払い(オンライン相談の場合は指定⼝座に事前⼊⾦)制です。 
(注) 相談後にご成約の場合は相談料無料です。 

 

※ 記載している報酬額の他に証紙代や実費等が必要になりますのでご注意ください。 

税の申告等が必要な場合は提携している⼠業をご紹介致します。 

 

□ 補助⾦等業務（税込） 

 

□ 建設業関係⼿続 (税込) 

業務の種類 着⼿⾦ 採択時報酬⾦ 

持続化補助⾦ 
33,000 円〜 申請⾦額の１０％ 

（最低報酬額：121,000 円） 

ものづくり補助⾦ 
132,000 円〜 申請⾦額の１０％ 

（最低報酬額：550,000 円） 
事業継続⼒強化計画申請 330,000 円 ― 

経営⾰新計画作成 330,000 円 ― 

事業再構築補助⾦ 
165,000 円〜 申請⾦額の１０％ 

（最低報酬額：770,000 円） 

事業承継引継ぎ補助⾦ 
143,000 円〜 申請⾦額の１０％ 

（最低報酬額：550,000 円） 
IT 導⼊補助⾦ 

（ツール登録） 
22,000 円/件 

登録時：別途 22,000 円/1 件 

IT 導⼊補助⾦ 
（ベンダー登録） 

44,000 円/事業者 
登録時：別途 44,000 円 

IT 導⼊補助⾦ 
（補助⾦申請） 

110,000 円/件 
― 

業務の種類 弊所報酬額 
建設業許可申請 

（新規・知事許可） 
個⼈ 110,000 円〜154,000 円 
法⼈ 154,000 円〜198,000 円 

建設業許可申請 
（新規・⼤⾂許可） 

法⼈ 187,000 円〜245,000 円 

建設業許可申請 
（更新・知事許可） 

個⼈ 44,000 円〜66,000 円 
法⼈ 66,000 円〜88,000 円 

建設業許可申請 
（更新・⼤⾂許可） 

99,000 円〜144,000 円 

許可換え新規 
（知事→⼤⾂ or ⼤⾂→知事） 

99,000 円〜144,000 円 
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(注) 相談料は ①対⾯の場合 5,000 円/60 分，②オンライン相談の場合 3,000 円/60 分です。 
   なお，相談料は前払い(オンライン相談の場合は指定⼝座に事前⼊⾦)制です。 
(注) 相談後にご成約の場合は相談料無料です。 

 

※ 案件の難易度に応じて上記⾦額内で，事前にお⾒積もり致します。 

 

※ 別途，証紙代（下表参考）や証明書等取得に係る実費が必要です。 

【必要な証紙代】 
 申請区分 証紙代 

知事許可 
新規・許可換え新規・般特新規 90,000 円 

業種追加・更新 50,000 円 

⼤⾂許可 
新規・許可換え新規・般特新規 150,000 円 

業種追加・更新 50,000 円 
 

 

 

□ ⼊札参加資格申請⼿続 (税込) 

※ 郵送料やフラットファイル，CD 等の実費込みの総額料⾦となっております。 

報酬額は⼯事・役務・物品の選択・実績・役員の数等により増減します。 

申請件数が多いほど割引させていただきます。また，案件の難易度に応じて事前にお⾒積もり致します。 

※ 複数の⾃治体へまとめて申請可能な共同運営システムに参加している⾃治体へ申請する場合は，上記の

⾦額と異なり，より割安となります。 

 

業種追加申請 
国家資格有りの場合 60,500 円〜144,000 円 

実務経験の場合 82,500 円〜165,000 円 

決算変更届 
個⼈ 45,000 円 
法⼈ 55,000 円 

役員・所在地等変更届 22,000 円 
経管・専技変更届 44,000 円 

経営事項審査 154,000 円〜 

申請件数 弊所報酬額(申請 1 件あたり) 
1 件〜20 件 33,000 円 

21 件〜50 件 30,800 円 
51 件〜75 件 27,500 円 

75 件〜100 件 24,750 円 
101 件〜500 件 22,000 円 

501 件〜 20,000 円 
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□ 飲⾷業許可関係 (税込) 

 

 

□ その他の許認可申請 (税込) 

 

 

※ 上記の許認可はあくまでも例⽰ですので，これら以外の許認可申請であってもお気軽にご相談ください。 

 

□ 法⼈設⽴業務（⼀例） 
 

 

※ 設⽴登記⼿続きは提携先の司法書⼠をご紹介します。 

※ 別途証紙代などの実費が発⽣します。 

 

 

□ 資⾦調達業務 

業務の種類 弊所報酬額 
①飲⾷業営業許可申請 22,000 円〜44,000 円 

②深夜酒類提供営業開始届 66,000 円〜88,000 円 
①及び② 93,500 円〜121,000 円 

⼀般酒類⼩売業免許許可申請 132,000 円 

業務の種類 弊所報酬額 

古物商許可申請 
個⼈ 33,000 円 
法⼈ 44,000 円 

宅地建物取引業者免許申請（知事） 99,000 円 
宅地建物取引業者免許申請（⼤⾂） 143,000 円 

業務の種類 弊所報酬額 
株式会社設⽴ 

（定款作成・定款認証⼿続） 
66,000 円 

（半年顧問契約込みの場合 44,000 円） 
合同会社設⽴ 55,000 円 

設⽴後顧問契約 
（各種契約書作成など） 

22,000 円/⽉ 

NPO法⼈設⽴ 176,000 円 
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□ 契約書等作成業務 
 

 

 

 

業務の種類 弊所報酬額 備考 

補助⾦申請 
決定⾦額の 15％ 

（下限 110,000 円，上限 550,000 円） 
着⼿⾦として 49,500 円を

別途徴収 

公的融資 
決定⾦額の 15％ 

（下限 110,000 円，上限 550,000 円） 
着⼿⾦として 49,500 円を

別途徴収 

業務の種類 弊所報酬額 
契約書添削 16,500 円 
契約書作成 

（作成書類により異なる） 
27,500 円〜110,000 円/1 件 

（ご依頼が複数件の場合は割引有り） 
規程作成 

（作成書類により異なる） 
27,500 円〜110,000 円/1 件 

（ご依頼が複数件の場合は割引有り） 
事業計画書作成 

（計画内容により異なる） 
110,000 円〜220,000 円 

内容証明郵便 11,000 円〜33,000 円 


