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催 TEL 0120-964-000
弁護士税理士社労士向けイミグレーション事業新規参入セミナー お問い合わせNo.S057641

POINT 1

POINT 3
POINT 2

在留外国人関連ビジネスを成功させるために取組むべき3つのポイント！

成功のカギの詳しい内容は中面をご覧ください！

株式会社 船井総合研究所  〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-4-10 船井総研大阪本社ビル お申し込みに関するお問い合わせ：天野　内容に関するお問い合わせ：植木

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。）→ 057641

オンラインセミナー日程

6 6 28
5 27 水

土

・ ・
日 日

今だからこそ増加している身分系ビザ・
短期滞在の更新・帰化案件の強化で、選ばれる事務所へ

特別講師

コロナの影響で困惑する在留外国人へのサポートを強化する

関連ビジネス
在留外国人

2020年

新型コロナウイルス感染症に罹患
された皆さま、および関係者の皆
さまに心よりお見舞い申し上げま
すとともに、1 日も早い収束を心
よりお祈り申し上げます。
感染拡大が続く状況を鑑み、新型
コロナウイルス感染症に関する当
社対応としまして、3/2～ 5/31
までの期間、セミナー・研究会を、
ご来場による開催から WEB 開催
に切り替えさせて頂いておりま
す。また、随時、新型コロナウィ
ルス対策関連セミナーを実施させ
て頂いております。皆様の会社経
営、新型コロナウイルス感染対策
の一助となれば幸いです。

平日
9:30〜
17:30

24時間
対応



新規参入初月からコスト30,000 円で 100件の問合せ件数の獲得を可能にした
のは SNS マーケティング。HP と比較しても圧倒的に低いコストで地方商圏で
も問合せ獲得をすることができています。問合せについてはSNS上のメッセー
ジのやりとりで面談誘導を行う流れなので、業務内で効率良く対応を行うこと
で着実に相談件数を増加させて実務ノウハウの習得に繋げることが可能です。

“入管手続業務” に依存しない成功事例続出！地方商圏・他士業連携！新規参入から 3か月で
問合せ件数約 600件！新規参入に成功した多士業事務所

特別ゲスト講
師

特別ゲスト講
師

特別ゲスト講師

1964 年に設立され 63 名の社員を抱えるみらい創研グループは、東日本「地域一番」の「専門家の総合商社」を
目指して、お客様のあらゆる問題を解決に導くため、サービスの創造研究を進めるグループ企業です。行政書士か
ら弁護士、経営コンサルタントまで幅広い専門家を抱える多士業事務所としての価値提供はもちろん、士業分野に
捉われない人財流通ユニットや不動産部もグループ内に持つことで、トータルサポートの実現を目指しています。

■年商4億円＆グループ60名超！みらい創研グループのご紹介！

今村氏は社労士部門の代表として、イミグレーション分野の新規設立に携わり、外国人雇用顧問獲得に取り組んでいらっしゃいます。
木村氏は取次行政書士としてグループ初のイミグレーション部門の専任者であり、新規参入 3か月で売上 100 万円を達成。ビザの相談
件数は累計800件にのぼり、外国人個人はもちろん、外国人材選ばれる企業づくりのサポートも進めています。

■他士業連携で手続き業務に捉われない外国人関連業務を実現！

■SNSマーケティングで地方商圏でも
問合せ獲得が可能！

令和元年 10月末現在には 1,658,804 人と、前年から 13.6%の増加となり平成 19年以降で過去最高を更新！

このような士業事務所様はご参加ください！このような士業事務所様はご参加ください！このような士業事務所様はご参加ください！
コロナショックの今こそ外国人関連ビジネスで何をすればいいのかヒントを得たい方
今後伸びる業界である外国人関連業務の詳細を知りたい士業事務所様
外国人雇用が活性化して外国人労務も対応したい社労士事務所様
資金調達・創業融資など今ある強みを生かしたい税理士事務所様

各ビジネスモデルの詳細・ノウハウは当日のセミナーで公開します！！

B2C入管手続
100,000円～/件

行政書士単独型で法人顧問を増加させ
月30,000円のストック収益を獲得する！

B2C 高単価＋法人開拓モデル

B2B弁護士企業法務
月30,000円～

社労士・弁護士連携型で外国人の人事労務・労務
トラブルに対応し既存顧問単価をアップさせる！

B2B外国人雇用顧問
月30,000円～

B2B弁護士企業法務
月30,000円～

フェーズ１ フェーズ２

B2B社労士人事労務
月30,000円～

B2B社労士人事労務
月30,000円～

B2B外国人雇用顧問
月30,000円～

B2B 法人開拓モデル

B2B 外国人雇用顧問
月30,000円～

B2C入管手続
100,000円～/件

フェーズ１ フェーズ２

高度人材紹介事業
1,000,000円～/件

既存顧問先の人手不足を解消する！
人材紹介・監理団体・登録支援機関の多事業展開！

外国人人材紹介モデル

登録支援機関支援業務
月20,000円～/名

高度人材紹介事業
1,000,000円～/件

フェーズ１ フェーズ２

高度人材紹介事業
1,000,000円～/件

登録支援機関支援業務
月20,000円～/名

フェーズ３

監理団体支援業務
月30,000円～/名

専門的な知識を有する高度外国人材から、2019 年 4月に入管法が改正され「特定技能」という在留資格が創設され単
純労働への就職も可能となった。

社労士であれば人事労務手続、税理士であれば起業家支援、弁護士であれば紛争トラブルなど各士業ごとに既存の強みを
生かした外国人関連ビジネスが可能に！

既存の強みを活かして、在留外国人のサポートを強化！

在留外国人関連ビジネス



改正入管法対応 ！ 弁護士税理士社労士向け
イミグレーション事業新規参入セミナー

コロナショックの今だからこそできることを考える

講座内容＆スケジュール

株式会社船井総合研究所  士業支援部  イミグレチームリーダー  植木 諒
高知県出身。大学卒業後、行政書士・土地家屋調査士事務所にて有資格者として従事。不動
産登記法、物権法、農地法に精通し、年間 100 件以上の案件を扱う。その後、船井総合研究
所に中途入社。士業事務所での実務経験を活かし、現場に即した売上アップ方法を提案して
いる。WEB を駆使したマーケティングだけでなく、DM 等のツール作成により即使える仕組
みを構築する。2018 年 9月より士業向け国際業務経営研究会主宰。

株式会社船井総合研究所  士業支援部  イミグレチーム 大橋 春香
東京外国語大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。 モンゴルでのインターンシップなどの経
験からイミグレーション分野に興味を持ち、現在はイミグレーション分野のなかでも facebook
を活用した SNS マーケティングを中心に コンサルティング業務に従事している。 また営業時な
どに役立つツール作成などを通じても 業績アップに貢献できるように尽力している。 

現在から 3年後 5年後選ばれる事務所になるために今、経営者に考えてほしいことを本気でお伝えします。

コロナの影響を受けた市況解説と今後の展望

第 3講座

“他士業参入モデル” で業績アップ出来た要因と
成功・しくじり取組の紹介

今だからこそできる最新業績アップ手法
イミグレーション版最新デジタルシフトの手法大公開 !!

今、経営者に考えてほしいこと
- 今後の外国人関連ビジネスの戦略について -

他士業連携で手続き業務に捉われない外国人関連業務を実現！

オンラインセミナー

13：00 ～ 16：30 
（ログイン開始 12：30）

5 27
6 6 28

水

土

・ ・
日 日

2020年

第 1講座

第 2講座 特別ゲスト講師 今村氏は社労士部門の代表として、イミグレーション分野の新規設立
に携わり、外国人雇用顧問獲得に取り組んでいらっしゃいます。
木村氏は取次行政書士としてグループ初のイミグ
レーション部門の専任者であり、新規参入 3 か月
で売上100万円を達成。
ビザの相談件数は累計 800 件にのぼり、外国人
個人はもちろん、外国人材選ばれる企業づくりの
サポートも進めています。

仙台社会保険労務士法人
今村洋一郎氏 /木村亮介氏

第 4講座

＜参加者特典＞  学び・気づきを実践に移すための個別無料経営相談会



日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

一般価格 税抜 30,000円（税込33,000円）／一名様

会員価格 税抜 24,000円（税込26,400円）／一名様

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案

内（メール）をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手

元に届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを

取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下

記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へ ご入会中のお客様のお申込に適用となります。

株式会社 船井総合研究所

TEL：0120-964-000 （平日9:30～17:30)

●申込みに関するお問合せ：天野（アマノ） ●内容に関するお問合せ：植木（ウエキ）

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

弁護士税理士社労士向けイミグレーション事業新規参入セミナー お問い合わせNo. S057641

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

または、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.057641 を入力、検索ください。

開催要項

① 2020年5月27日（水）

13：00 16：30 （受付12：30より）

開始 終了

本講座はオンライン受講となっております。
オンライン受講の方に限り、諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

オンライン にてご参加

お申込みはこちらからお願いいたします

セミナーの詳細

お申込みはこちらから

② 2020年6月6日（土）

③ 2020年6月14日（日）

④ 2020年6月28日（日）

お申込期限：5月23日（土）

お申込期限：6月2日（火）

お申込期限：6月10日（水）

お申込期限：6月24日（水）

5月27日（水）オンライン
申込締切日：5月23日（土）
6月6日（土）オンライン
申込締切日：6月2日（火）
6月14日（日）オンライン
申込締切日；6月10日（水）
6月28日（日）オンライン
申込締切日：6月24日（水）

5月27日（水）オンライン・6月6日（土）オンライン

6月14日（日）オンライン・6月28日（日）オンライン

F2268
検


