
 
費用一覧 

申請内容 
費用（税抜き） 

費用の半額を着手金としていただきます。 

在留資格認定

証明書交付申

請 

就労一般 100,000 円～ 

経営・管理 150,000 円～ 

短期滞在等 40,000 円～ 

日本人の配偶者等 120,000 円～ 

在留資格変更

許可申請 

就労一般 100,000 円～ 

経営・管理 150,000 円～ 

短期滞在等 40,000 円～ 

日本人の配偶者等 120,000 円～ 

在留期間更新

許可申請 

異なる会社で更新

の場合 
100,000 円～ 

同じ会社で更新の

場合 
80,000 円～ 

資格外活動許可申請 20,000 円～ 

就労資格証明書交付申請 40,000 円～ 

家族滞在申請 100,000 円～ 

永住許可申請 120,000 円～ 

再入国許可申請 20,000 円～ 
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特定技能 登録支援機関申請代行 50,000 円～ 

特定技能 登録支援業務 1 人月額 25000 円 

特定技能申請 

１社にて１人申請する場合 

18 万円～ 

※同じ国籍で人数複数の場合は１人追加につ

き 6 万円追加です。（別国籍の場合は別途お

見積りいたします） 

※登録支援機関を利用しない場合は、1 社に

つき 8 万円追加となります。 

特定技能申請更新 

1 社１人の場合 

9 万円～ 

※複数の場合は 1 人追加につき 6 万円です。 

（別国籍の場合は別途お見積りいたします） 

※一覧に無い申請については別途ご相談ください。 

※個別相談後にお見積もりを出させていただきます。 

※その他、実費の印紙代がかかります 

※別途消費税がかかります。 

報酬に含まれる業務内容（Work content included in remuneration） 

・コンサルティング＆相談 

（Consulting & consultation） 

・個人に合わせた必要書類のリストアップ 

（Compilation of a list of necessary documents suited to the individual） 

・VISA・在留資格申請書類一式作成 

（VISA · Create a set of application documents for residence status） 

・申請理由書の作成 

http://sugawara-newkan.blogdehp.ne.jp/article/14303184.html


（Preparation of a document stating the reason for application） 

・各種契約書のチェック・作成 

（Checking and preparation of each type of contract） 

・入国管理局への申請取次、受領 

（Application and receipt to the Immigration Bureau） 

・入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行 

（Handling questionnaires from the immigration examiner, requests for explanation of 

circumstances, and additional submitted materials on the person’s behalf） 

 

その他の業務（税抜き） 

Other work (excluding tax) 

 追加書類作成 

Create additional document 
 3,000 円～（難易度により御見積書いたします） 

入国管理局同行 

Accompanying to the 

Immigration Bureau 

１回（1 time） 10,000 円（不許可の場合の同行は無料です） 

必要に応じての書類取得 

Acquire documents as 

necessary 

1 件（One operation） 3,000 円～（別途手数料がかかります） 

交通費について（About transportation expenses） 

報酬額に東京入国管理局以外の場合の交通費は含まれておりません。（東京入国管理局申請の場

合は交通費は 0 円です） 

他入国管理局に申請する場合には、別途実費交通費、出張費用をご請求させていただきます。 

最短のルートを利用して移動いたしますので、飛行機・新幹線を利用する事があります。 

（運賃は正規運賃のご請求となります。） 

 

Transportation expenses in cases other than the Tokyo Immigration Bureau are not 

included in the remuneration amount. (In case of Tokyo Immigration Bureau application, 

transportation fee is 0 yen) 

In case of applying to other immigration bureaus, we will separately charge actual 

expenses transportation expenses and Travel expenses. 

Since we will move by using the shortest route, we may use airplane / bullet train. 

http://sugawara-newkan.blogdehp.ne.jp/article/14303200.html


(The fare will be charged for the regular fare.) 

 

不許可になってしまった場合（When it is declined） 

弊所のミスで不許可になってしまった場合には、無料で再申請を行います。 

申請前に不許可の可能性が非常に高い事をご説明させていただいた案件につきましては、再申請

も有料となります。 

 

We will not refund any funds in any case. 

In the event that our mistake caused it to be disallowed, we will re-apply for free. 

For projects that have explained that the possibility of non-permission is very high before 

applying, re-application will be charged as well. 

 

Immigration Lawyer 

江口啓輔 Keisuke Eguchi 
〒162-0803 東京都新宿区赤城下町 76 

TEL 03-6457-5228  FAX 03-6457-5229 

mobile 090-1434-7452 

http://www.office-eguchi.jp 

mail：gyousei.eguchi@gmail.com 

LINE ID：ume3333 

http://sugawara-newkan.blogdehp.ne.jp/article/14303241.html

