


相続民法改正に伴う遺言作成増加のチャンスを逃すな！

最新遺言マーケティングを理解し、遺言地域一番事務所を目指せ！

お忙しい中、本レポートをご覧いただき、本当に有難うございます。

今回は、遺言作成案件を増やしたい！生前対策案件を増やし、業績アップを実現したい！とお考えの先生方に向け

て本レポートを作成いたしました。5分程度でご覧いただけるレポートですので、最後までお付き合い下さい。

第196通常国会における民法改正により相続関連の規定が約40年ぶりに見直されることになり、2019年1

月以降、随時施行されることになりました。中でも注目すべきポイントは「遺言制度」の改正です。

近年、メディアにも取り上げられる機会も増えてきた「終活」ブームとも相まって、遺言作成のニーズが大き

く高まっていくことが予想されます。

• 遺言作成の問合せは殆どない。見込み客をどのように集客したらいいか分からない

• せっかく面談＆提案をしても受任に繋がりにくい

• 時間をかけて受任できても、単価が低く（8～10万）、売上アップに繋がらない

• 遺言執行の提案＆受任の仕方が分からない

相続分野や生前対策分野の案件受任を増やすためには、この大きなトレンドに乗り遅れることなく、準備して

いくことが必要です。具体的には、遺言作成やその他生前対策全般の「サポート提案内容」や遺

言見込み客を集める「集客活動」、そして、面談から依頼（受任）に繋げるための「面談

＆提案方法」について考えることです。更に、今回の法改正によって遺言作成案件のマーケティング

自体が大きく変わる為、2019年以降の遺言案件マーケティングを理解する必要があります。

一方、遺言作成案件について、多くの先生方がどちらかというとネガティブなイメージをお持ちではない

でしょうか。よく聞く遺言作成案件のイメージは以下の様なものがあります。

その為、全国でも遺言など生前対策分野に注力される司法書士、行政書士の先生方は非常に少数です。

その結果、他士業だけでなく金融機関など他業種に遺言作成ニーズを奪われています。

一方で、全国には生前対策分野にいち早く取組み、遺言作成や民事信託案件の受任を増やし、大きな売

上アップを実現している事務所が存在します。他の事務所が本格的に遺言分野に注力する前に、

地域一番事務所となって遺言案件の独占を狙っているのです。



それらの事務所は、殆どの先生方が知らない以下の様な「生前対策分野に取り組むメリット」と

「遺言件数を増やし、業績アップする方法」を理解し、実践しています。

相続税や不動産売却案件など他業種に紹介できる案件が獲得できる

遺言執行まで受任することで大きな売上アップに繋がる

提案内容を競合と差別化することができ、価格競争に巻き込まれない

相続発生後手続まで受任でき、相続全体の売上が上がる

顧客満足度が上がり、顧客からの紹介が増える
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「遺言作成など生前対策分野に取り組むメリット」

これからご紹介する司法書士法人オールシップ様（千葉県浦安市）も、生前対策分野に取り組

むメリットを感じたことで、2018年度から遺言作成案件獲得のためのマーケティングに取組み、大きな成果

を上げている事務所様です。

「遺言作成分野で地域一番事務所を目指す」 成功事務所インタビュー

遺言作成平均受任単価２９万円以上を実現するサポート商品内容

前年比4倍！遺言案件の見込み客を増やす最新の集客方法

遺言作成の受任率50%以上を実現する㊙提案・受任方法

遺言作成10万円未満の事務所必見！顧客満足度も大きく向上させ、単価も

業界平均3倍を実現するサポート商品構成

前年17件から72件の遺言、民事信託関連の相談を獲得！遺言セミナー、HP、

法人開拓で遺言見込み客を最大化させるための最新集客方法

高額な報酬でもご相談者に納得して依頼いただくために伝えるべきことや一連の

提案フローと「生前対策提案企画書」作成などの取組み

Point.1

Point.2

Point.3

司法書士法人オールシップ 代表 市山 智 氏 （千葉県浦安市・千葉市美浜区）

2012年千葉県浦安市にて開業。不動産、商業分野を手掛けつつ開業翌年から相続分野に注力を始め、相続専門ホームページや

自社主催相談会などから一般顧客向けダイレクトマーケティングを積極的に展開、相続分野の売上を順調に伸ばしている。2018年

度から生前対策分野に本格的に注力を始め、遺言執行見込み、民事信託売上を含め生前対策分野の売上1540万強と前年度

対比19倍と大きく増やすことに成功。

船井総研主催、全国110事務所の相続注力事務所が所属する「相続・財産管理研究会」において、「生前分野の伸長率大賞」

に選出される。2018年10月より千葉市に支店を開設し、更なる事務所拡大を目指している。司法書士4名、スタッフ総勢10名。

次のページ以降で司法書士法人オールシップ様の取組みや成果をご紹介します



「相続発生後手続案件」から取組み、相続売上を伸ばす

2012年度に開業し、当初は不動産登記業務の他に、もともと大手企業の法務部で勤務していたこともあり、商業や

企業法務分野を手掛けていましたが、開業翌年から相続専門サイトを制作、運営を開始して相続分野の売上を増や

すマーケティングに注力するようになりました。

WEBサイトだけでなく、定期的に自社開催の相談会などを実施したり、税理士や金融機関、葬儀社などの他業種へ

アプローチをすることで定期的に案件紹介を得られるようになったことで、少しずつ相続分野の

売上を増やすことができています。

正直に言って、当初予定した通りの売上アップを果たせず伸び悩んだ時期もありましたが、

大きな転機は2017年度から遺産整理案件の受任が形になったことです。相続案件

の受任単価も20万円以上に上げることに成功し、結果として売上も大きく伸ばすことが

できました。

2017年は遺言相談17件。大きく増やすために2018年途中から注力を始める

一方で、遺言作成案件については殆どなく、WEBサイト経由からの案件がちらほらある程度でした。遺言作成や民

事信託など生前対策分野へ本格的に注力を始めたのは、2018年度に船井総研主催の「生前対策コンサルティング

セミナー」を受講し、遺言作成案件の受任増加に成功している事務所の取組みやそのメリットを知ってからです。

「相続発生後手続」と「生前対策」は全く別のマーケティングが必要

それまでは、遺言案件の受任率や受任単価は非常に低く、マーケティングに積極的ではありませんでした。

また、遺産整理や相続登記などの「相続発生後手続案件」と遺言作成や民事信託などの「生前対策案件」を特に

区別することなく、集客活動や面談を行っていました。

遺言案件が定期的に受任できるようになった今気づいたことは「相続発生後手続案件（以下相続手続）」と「生前

対策案件」はそれぞれ別々のマーケティング活動を行うことが必要だという事です。

生前対策 相続発生後手続

具体的商品 遺言作成、贈与、民事信託 相続登記、相続放棄、遺産整理

依頼主 被相続人 相続人

ニーズ 潜在的（気づいていない） 顕在化（必要だと思っている）

緊急性 低い（期限がない） 高い（期限がある）

集客方法 セミナー ホームページ、紙媒体

【成功事務所インタビュー】

司法書士法人 オールシップ

生前対策相談件数 17件（2017）→ 72件（2018）

遺言案件受任単価 約29万（業界平均の3倍）

遺言関連年間売上 80万（2017）

→  1240万（2018）前年比1550%UP

民事信託案件含め 1540万 の売上を達成

司法書士法人オールシップの取組み成果



顧客ニーズを「遺言代書」と「生前対策提案」の2つに分ける

2017年以前まで、遺言作成の受任単価は他事務所によくある基準を参考に料金提示を行っていたので、8～10

万円程度でした。2018年5月に開催された船井総研のセミナーに参加し、ゲスト講師の先生が遺言作成サポートの

提案内容を「遺言代書」と「生前対策提案」と大きく2つのニーズに分けて、特に「生前対策提案」については遺

言内容が決まっていない方や遺言内容に問題がありそうな方に対して、生前対策全般のご提案をしており、報酬も相

続財産額に応じた分で請求しているという話を聞いて、うちの事務所でも採用することにしました。

「生前対策企画書」の作成で受任率を大きく上げることに成功

もちろん、生前対策客は死後手続客とは大きくニーズが異なるので、提案方法も

大きく変えました。具体的には、「生前対策提案」を行う際に、そのメリットやサポート

内容を明らかにするための「生前対策企画書」を作成し、提示するようにしました。

初回の面談でお聞きした「相続方法の希望」や「相続関係」などをお聞きして、それ

を実現するための具体的な提案を簡単な企画書としてまとめることで、相談者に

とっても専門家に依頼するメリットが理解でき、結果として依頼いただける

ケースが大幅に増えました。

必ず遺言執行の提案もセットで行う

また、遺言作成をサポートする際には、必ず遺言執行の提案までするようにしています。

相談者が「信頼している家族に任せる」としても、いざそのタイミングになるとスムーズに

いかないのが相続です。そこで、執行者の第二順位として当事務所の司法書士とする

遺言を提案したり、遺言作成者から家族（相続人）へのメッセージをムービー

として撮影し、遺言執行開始時に見てもらうサービスを行うこともあります。

被相続人の想いを知ることができ、相続人の心情に訴えることができるので、

相続人同士が財産を巡って争うことを防ぐことにも繋がっています。

「遺言内容の提案」にこそ専門家の「付加価値」がある

それまでは、遺言内容についてもアドバイスするケースが殆どでしたが、その「提案・

アドバイス」にこそ専門家の「付加価値」があると気づき、そのセミナー受講後に

改めて料金表を作成し直し、遺言作成見込み客に提案するようにしたところ、

「自分では考えもしなかったリスクに気付いて安心できる遺言を作成できた」と

満足の声を多数いただくようになり、結果として報酬も民事信託などではなく

遺言作成単体の報酬で平均2９万円を請求できるようになり、大きく売上を

上げることができました。

遺言作成依頼見込み客へ提出して
いる「提案企画書」。専門家に依
頼するメリットや報酬見積もりな
どが記載されている

遺言作成とセットで提案すること
も多い「遺言ビデオレター」。
生前に家族に向けてメッセージを
残していただくことで、遺言では
残しにくい「想い」を伝えること
ができ、相続トラブルを防ぐこと
にも繋がる



遺言など生前対策相談の問合せの約50%はWEBサイトから

当事務所では、2018年度72件の遺言作成や民事信託の生前対策についての相談がありました。

その相談ルートは「WEBサイト」「セミナー＆相談会」「介護施設経由の紹介」などが多いようです。

WEBサイトで工夫していることは定期的に生前分野の相談解決事例を作成し、掲載する

ことです。リスティング広告は相続手続ページを中心に掛けていて、生前分野には殆ど

掛けていません。WEBサイトの分析を行うと、遺言などの生前対策関連のキーワードは

アクセスが多いものの、その殆どが問合せに繋がっていないようです。

見込み客のニーズが「依頼前提」というよりは「調べもの」と低いことが生前対策分野の

特徴なのだと思います。それでも、相談件数のうち約50%がWEB経由なので、

相続専門サイトの取組みは非常に重要だと感じています。

セミナー結果を最大化する「遺言作成ワークショップ」を開催

セミナーを開催すると40名程度集客でき、そのうち50%程度を個別面談に誘導することができます。でも、見方を

変えるとセミナー参加者の50%はセミナー参加のみで、個別面談に誘導できていませんでした。

ただ、個別相談に申し込まない方々は「遺言に興味がない、必要性を感じない」わけではなく、

興味があるからチラシを見てセミナーに参加していて、専門家に個別相談をするには

「具体的に考える機会がない、時期尚早だ」と考えているのだと思いました。

そこで、セミナー数週間後に、「遺言作成ワークショップ」を開催し、遺言作成をする上で

具体的に考えるべきことを少人数で開催しました。参加者は楽しみながら遺言作成の

疑似体験を行うことができ、必要性を感じてもらうことで、参加者の半数以上を個別

相談に誘導することができました。

見込み客を一気に増やせる「一般向け遺言セミナー」

また、「セミナー＆相談会」の取組みも工夫しています。セミナーは「他社主催」でゲストとして呼ばれて行う講演もありま

すが、「自社主催」でのセミナーを年２～３回程度は必ず開催するようにしています。

開催ごとに40名程度の集客を見込んでおり、そのために、新聞折込等の販促活動を

行います。税理士などと共催し、費用を折半してもらうことでコストを抑えつつ、相続税

についての講演も盛り込むことが集客をする上で大事なポイントだと考えています。

セミナー開催の経験を重ねながら、セミナーの構成も大きく変更してきました。

経験が浅い頃は「遺言の制度」などを中心に話していましたが、現在は「相談事例」や

「生前対策の必要性」の話が殆どです。その結果、セミナー後の満足度や個別相談へ

の誘導率が大きく変わりました。セミナーの目的はいかに遺言作成の受任に繋げる

個別相談に誘導できるかで、「いい話を聞けた」だけではセミナーを開催する意味が

ありません。

講演後の個別相談への誘導のためのプレゼンテーションにも力を入れるようになりました。

2018年度は150件程度の相続、生
前対策相談を獲得。相続、生前対
策相談のおよそ50%はWEB経由と
大きな売上導線となっている

新聞折込や地域限定の広告媒体
にてセミナーチラシを配布し、
40名程度の集客に成功している

10名未満と少人数で開催すること
で、参加者との接点を増やすこと
が狙い。遺言作成のきっかけを提
供することで、無料相談や遺言作
成依頼を増やすことができる



他社からの「お呼ばれセミナー」は戦略的に増やす

また、自社主催でセミナー開催をする時には、不動産会社、保険会社、介護関係者などの関係者にも告知し、見学

にくるように伝えています。セミナーの集客状況を見てもらえるとびっくりされることも多いです。

自社でもセミナーをすることがあるようですが、集客が上手く行っていないことが殆どの様です。

セミナー開催後には、見学に来てもらった企業の主催として、「お呼ばれセミナー」で講演

する機会も増えました。

更に、ホームページにもセミナー開催の案内を掲載していたところ、大手住宅メーカーから

問合せがあり、講演依頼に繋がりました。今では、その大手住宅メーカー主催のセミナー

で月1回ほどセミナー＆相談会を実施させてもらっています。

それ以外にも、昨年度は「葬儀会社」「不動産会社」「介護施設」「信託銀行」「保険会社」

など様々な企業様にお声がけいただき、セミナー講演を行うことができました。

その回数が増えるに連れて相談案件も獲得することができるようになってきました。

介護施設での相談会を実施し、遺言＆任意後見契約＆死後事務委任契約を受任

遺言など生前対策案件の相談で、最近増えているチャネルは介護施設です。

数年前に、とある介護付有料老人ホームから、相続ホームページを見ていただいたことでお問い合わせをいただいて以

来ご縁があるのですが、これまでは施設入居者の財産管理方法について年２～３件の相談があった程度でした。で

も、最近は1か月に３～４件のご相談をいただくまでに増えました。それは施設内で定期的に無料相談会を開催する

ようになってからです。事前に施設内にて相談会の告知をしていただき、ご相談に対応するようにしています。相談内容

は、施設入居者や入居希望者の任意後見契約、遺言作成＆執行、死後事務委任契約に

関するご相談が多く、施設のスタッフから直接ご紹介されるケースも少なくありません。

受任に至れば受任段階の報酬で30～50万程度、相続発生後には200万以上の

報酬になる見込みと売上としても大きく、事務所にとっても重要な相談チャネルとなっています。

今後は、施設内で遺言作成ワークショップなどを企画しており、施設入居者に楽しみながら

終活について考えていただく機会を作っていきたいと考えています。

司法書士法人オールシップの遺言獲得マーケティングを知りたい先生方の為に、

市山代表に取組み・ノウハウを大公開いただくセミナーを開催いたします

開催日時：2019年 2月23日 （土） 13:00～16:30

開催場所：船井総研五反田オフィス （オンライン受講可能）

取組み①

取組み②

取組み③

遺言受任単価29万以上を実現！商品パッケージ

見込客集客の為のWEB運営、セミナー開催ノウハウ

生前案件受任率50%を実現する面談・提案方法

司法書士法人オールシップ
代表 市山 智 氏



セミナー当日は、司法書士法人オールシップ様の成果や取組みだけでなく、全国の司法

書士、行政書士事務所の中で、遺言作成案件の「受任単価アップ」「集客数アッ

プ」「面談率＆受任率アップ」に成功し、業績アップを実現している事務所様の取

組みから、再現性があり、どんな事務所様でも取組みが可能なノウハウを相続専門コ

ンサルタントからお伝えします。具体的には以下の様な内容をお伝えする予定です。

セミナーでは全国の先進事務所の遺言案件マーケティング成功事例やノウハウ、

ツールを全て公開！明日からすぐに活用し、業績アップを実現できます

平均受任単価

２９万円を実現す

る高単価実現の為

の

「商品創り」

平均受任単価29万円を実現する２つの商品パッケージ

「価値／費用」を最大化させるサポートメニュー創り

遺言作成案件への執行付帯率80％以上を実現する提案方法

顧客にコンサルメリットを直感的に伝える５つの手段

コンサル受任率を80％を実現 生前対策シミュレーション提案

資産家対応のための税理士＆保険会社との上手な連携方法

遺言相談受任率

50%を実現する

受任件数最大化の

「面談・提案」

必要項目モレなし＆顧客の潜在ニーズまで炙り出すヒアリング項目

ヒアリング～生前対策受任までの鉄板の流れ・相談フロー

ヒアリングから有料相談に上手に切り替える提案テクニック

「自筆遺言失敗事例」で生前対策コンサルの必要性をダメ押し

メニュー別フローチャート活用で顧客の納得感を高める

最適な提案が一目で分かる法的手段別メリット＆デメリット

高額提案になっても自信を持って提案できるトークフロー

今の4倍以上の相談

件数に増やす

見込み客が絶えない

「集客

マーケティング」

成功事務所だけが知る見込客を最大化する遺言・相続セミナー

最低40名集客を実現する販促テクニック（紙媒体）

90分で遺言作成意欲を引き上げるセミナー鉄板コンテンツ

「エンディングムービー（依頼者の声）」で遺言意欲を爆発させる

無料相談客＆顧客リストを最大化するクロージングテクニック

見込み客が絶えない「連続型終活勉強会」の開催方法

相続ニュースレターで見込み客と継続的なコンタクト

HPでも獲得できる！遺言作成案件獲得WEBマーケティング

資産家案件紹介獲得の為の税理士チャネル開拓

介護施設内での相談会開催で財産管理案件相談を獲得



船井総研がご支援先にのみ提供している 「遺言案件マーケティング」
に関するツール集をセミナー当日に大公開いたします！（ 東京会場参加者様限定）

※オンライン会場での参加者様には公開できませんので、ツール集をご覧になりたい方は東京会場への参加をお勧めします

遺言作成案件獲得までのツール

集客編（BtoC）

集客編（BtoB）

●相続専門
ホームページ

●自主開催
セミナーチラシ

●一般顧客向け
セミナーテキスト

●自主開催セミナー
運営サポートツール

●セミナー
運営マニュアル

●ニュースレター ●メルマガ・Facebook ●相続のガイドブック

●介護施設開拓ツール

●介護施設との提携に
関する提案書

●郵便局開拓ツール ●郵便局設置用チラシ ●郵便局相談会
告知チラシ・ポスター

■ 原稿作成、デザインページ作成
■ リスティング広告運用・SEO対策

■ セミナーチラシデザイン作成
■ 集客数の多い会場調査

■ セミナーテキスト作成・事例追加
■ 司会原稿の作成

■ 振り返りアンケートの作成
■ 相談予約チェックシートの作成

■ ニュースレター原稿の作成
■ 事例イラストの作成・追加

■ 情報コンテンツ内容の計画
■ 全相続手続を記載した冊子の作成
■ 小冊子の配布戦略の設計

ブースA ブースB ブースC

時間割 担当者

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

■ 介護施設開拓用DMの作成
■ 周辺地域の介護施設リストの作成

■ 相続対策 勉強会テキストの作成
■ 勉強会振り返りアンケートの作成

■ 郵便局員向け説明資料の作成
■ よくある相談事例集の作成

■ 郵便局設置用チラシの作成
■ チラシの設置箇所のアドバイス

■ 告知チラシ・ポスター作成
■ 設置箇所のアドバイス

●葬儀社との提携に
関する提案書

●葬儀社の営業マンが
お客様に配る資料

●葬儀社営業マン向け
勉強会テキスト

■ 提案書作成サポート
■ 提案内容のアドバイス

■ 相続チラシの作成
■ 無料相談チケットの作成

■ 相続勉強会テキストの作成
■ 勉強会振り返りアンケートの作成

司法書士法人つばさ総合事務所

司法書士法人つばさ総合事務所

TEL : 0120-253-280 住所 〒:260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-1-16 深山ビル2階

●税理士開拓ツール

■ 税理士開拓用DMの作成
■ 周辺地域の税理士リストの作成

●税理士向け
サポートメニュー

●税理士との
商品提携チラシ

■ 税理士向け提案資料の作成
■ 提案内容のアドバイス

■ 税理士との商品提携チラシの作成
■ 提案内容のアドバイス

●葬儀社開拓ツール

■ 葬儀社開拓用DMの作成
■ 周辺地域の葬儀社リストの作成

■ 運営、後日フォローサポート
■ 司会原稿、アンケート用紙の作成

えｓ

お知らせや、知って得する法律豆知識をお伝えします！ ２０１８ ４

From：司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表司法書士 市山智（いちやま さとし）から皆様へご挨拶

今回のＱ＆Ａ 認知症になってしまったら財産管理はどうなるの？

一人暮らしの母がいます。

今は元気ですが、高齢なことも
あり、いずれは施設に入る予定
です。

しかし、母が認知症になってし
まうと、自宅を売却して施設費
用や生活費に充てることや、母
名義の定期預金の解約などが
できなくなると聞きました。

生活費が枯渇してしまわないか
心配です。

もし、お母様の判断能力が低下して
しまうと、自宅の売却や預金の解約
という法律行為が単独では認められ
なくなります。
「成年後見人」をつけて売却し、その
後も後見人に財産管理を任せる方
法もありますが、財産の使い道は限
定されます。
今回のように、お母様がお元気なう
ちであれば、より自由度の高い「民
事信託」で今後に備えることも可能
です。それぞれメリット・デメリットが
あるので詳しくはご相談ください。

オールシップ通信

皆さま、いつもありがとうございます。司法書士の市山智（いちやま さとし）です。

「民事信託」 や 「家族信託」 という言葉をお聞きになったことはございますでしょうか。

ＮＨＫやフジテレビの情報番組でも取り上げられ、最近、注目を浴びています。
「 認知症で資産が凍結されないようにできる 」 「 数代先の財産の行方を決められる 」など、
遺言や成年後見では実現できない希望を達成できる仕組みです。

これまでの法律上の壁を突破できる、いわば「特効薬」でもありますが、反面、取り扱いを間違
えると「劇薬」にもなるので、利用の際は必ず専門家にご相談ください。

当事務所でも、生前対策の一つとして「民事信託」に対応しています。お気軽にご連絡ください。

スタッフ紹介 プレゼントのお知らせ

事務担当の菊地です！ 「民事信託(家族信託)」の小冊子をプレゼント！

はじめまして。
商業登記や成年後見の事務を
担当しております、菊地です。

商業登記は、その後に許認可の
申請等が控えていることが多い
ので、スピード感を大事に日々の
業務に当たっています。

最近はあまり行けていませんが、もう少し気候が暖かく
なったら趣味の釣りに出かけたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

新しい認知症対策・相続対策の
「民事信託（家族信託）」
が詳しくわかるパンフレットができました。

【主な内容】
●「民事信託」ってなに？
●成年後見制度との違い
●事例にみる、生前対策の違い
実家の管理（親が一人暮らし）
相続対策としてアパートを購入
認知症の配偶者に財産を遺したい など

ご希望の方に無料贈呈いたします。
お電話で 「民事信託のパンフレット希望」とお伝えください。

冬

土日祝相談も
対応可能です

（要予約）
〒279-0012 浦安市入船1-4-1
イオン新浦安 西棟5階

司法書士法人・行政書士

オールシップ ＪＲ新浦安
駅直結 ☎047-711-0270

相談受付時間：平日９：００～１９：００

無料相談予約ダイヤル

土日祝相談も
対応可能です

（要予約）



遺言作成案件獲得までのツールその②

電話対応・面談・受任編

明日から使える遺言案件マーケティングのための
ツールが１００種類以上！

●徹底した聞き取りが
可能な面談シート

■ 相続ヒアリングシートの作成
■ 聞き取りポイントのアドバイス

●相続財産の
チェックリスト

■ 相続財産チェックリストの作成
■ 財産ヒアリングのアドバイス

●揉めない遺言の
チェックリスト

■ 揉めない遺言チェックリスト作成
■ 遺産分割で揉めないポイント作成

●生前手続のメリット
デメリット一覧

■ 生前手続き一覧の作成
■ 提案時のポイント指導

●生前対策コンサルの
受任トークスクリプト

■ トークスクリプトの作成
■ 所員面談力の向上サポート

●生前対策コンサルの
詳細なサービス内容

■ 生前商品ラインナップの作成
■ 顧客に応じたサービス内容の構築

●「割に合わない」
をなくす料金表

■ 高単価受任のための料金表の作成
■ 削除する料金の選定

●生前対策コンサルの
提案サポートツール

■ 生前対策コンサル提案資料の作成
■ 受任率の高い提案方法の指導

●生前対策受任のため
の低単価商品

■ フロント（集客）商品の設計
■ 提案方法のアドバイス

●遺言執行の
獲得サポートツール

■ 遺言執行獲得サポート資料の作成
■ 遺言ビデオレターの商品構築

●二次相続の
獲得サポートツール

■ 二次相続獲得サポート資料の作成
■ 提案方法のアドバイス

●再訪問を促すため
のサポートツール

■ 再訪問サポートツールの作成
■ 顧客フォローの管理指導

●生前手続き分野別
提案商品チャート

■ 生前手続き商品チャートの作成
■

●生前相談者の
ニーズ別回答集

■ 顧客ニーズの調査、選定
■ 顧客ニーズ別回答集の作成

●案件管理表

■ 案件管理表の作成
■ 案件管理方法のアドバイス

●面談誘導率を上げる
電話対応マニュアル

■ 電話受付シートの作成
■ 電話対応マニュアルの作成

●業務効率を上げる
進捗管理表

■ 進捗管理表の作成
■ 進捗管理方法のアドバイス

●契約書サンプル

■ 契約書のサンプルの作成
■ 契約書のポイント指導

●顧客満足度が分かる
お客様アンケート

■ お客様アンケート集の作成
■ 顧客満足度の訴求施策の考案

●解決事例集

■ 事例原稿の作成
■ 事例集でのアプローチ方法の指導



本セミナーは同時中継によってWEBでのオンライン参加が可能です！

今回のセミナーは、当日はセミナーの様子を同時中継して配信します。遠方で

参加が難しいという先生にもご参加いただけます。 詳しくは別紙申込用紙をご覧下さい。

※ 「ツール集」は当日東京会場にてのみご覧いただけるものですので、ツール集閲覧希望の先生は東京

会場での受講をお勧めします。

※ 当日はネット環境によって音声や通信が途切れる可能性がございます。その場合には、後日動画にて受

講できるように調整、手配をさせていただきますので、予めご了承ください。

※テキストデータはPDFデータにて共有させていただきます。

講座カリキュラム ※セミナー開催時間13:00～16:30

講座 内容 講師

本日のまとめ
明日から取り組んでほしいこと

株式会社船井総合研究所
士業支援部 相続グループ
シニア経営コンサルタント

川崎 啓

遺言案件マーケティングの全て
～「商品内容」「集客」「面談・受任」～

遺言案件地域一番化を実現するための「超実践的」な
取組みを具体的な成功事例を交えながらご説明します

司法書士法人 オールシップ
代表司法書士

市山 智 氏

株式会社船井総合研究所
士業支援部 相続グループ

杉崎 嶺

第三講座
14:50～16:00

第五講座
16:10～16:30

第二講座
13:25～14:35

「オールシップ式」遺言マーケティング
遺言売上を1240万／年増やした取組み

◆ 受任単価29万円を実現する 「商品創り」
◆ 相談件数を前年比420%増やした 「集客方法」
◆ 見込客大幅増！ 「遺言セミナー」 の実践方法
◆ 月間5件の遺言相談を獲得 「介護施設開拓」
◆ 受任率50%を実現する 「面談・提案方法」
◆ 高単価案件受任！ 「生前対策企画書」 の全て

第一講座
13:00～13:20

遺言案件地域一番事務所になる
絶対条件とそのポイント
「生前対策分野を制する事務所が相続分野を制す」
遺言マーケティング注力で唯一無二の事務所に変貌する為
の取組みとポイントをご説明します

株式会社船井総合研究所
士業支援部 相続グループ シニア経営コンサルタント

川崎 啓

2012年千葉県浦安市にて開業後、相続分野に注力し、
現在は事務所売上の約5割を相続・遺言業務が占める。
司法書士4名、スタッフ総勢10名体制

遺言作成案件地域一番化セミナー

会場

2月23日 （土） 13:00～16:30 （受付開始 12:30）

船井総研五反田オフィス（JR五反田駅西口より徒歩15分）
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