
社会保険労務士法人 イデア 報酬表

月額顧問料（消費税別）

通常顧問契約 相談顧問契約

0人 ～ 4人 16,000円～

5人 ～ 9人 21,000円～

10人 ～ 19人 32,000円～ 15,000円～

20人 ～ 29人 42,000円～ 20,000円～

30人 ～ 49人 53,000円～ 30,000円～

50人 ～ 69人 63,000円～ 40,000円～

70人 ～ 99人 84,000円～ 50,000円～

100人 ～ 149人 105,000円～ 60,000円～

150人 ～ 199人 137,000円～ 80,000円～

200人 ～ 249人 167,000円～ 100,000円～

250人 ～ 299人 196,000円～ 120,000円～

① 通常顧問契約とは

② 相談顧問契約とは

顧問契約の業務の範囲

通常顧問契約 相談顧問契約

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

△ △

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

10%：他 10%：他

△ △

○ ○

※1　裏面価格表に記載している手続については、別途費用を頂戴することになります

※2　給与計算代行業務・介護処遇改善加算関連業務は別途見積となります

10,000円～

育児（介護）継続給付手続等

労災の給付に関する手続き

社会保険の給付手続き

随時訪問をさせて頂きます。法改正、助成金、評価制度の提案などお役に立つ情報提供をさせて頂きます。

但し、手続等については原則として行わず、必要に応じて別途費用を頂戴します。

300人以上 相談により

随時訪問をさせて頂きます。法改正、助成金、評価制度の提案などお役に立つ情報提供をさせて頂きます。

申請書類・作成書類等の確認

情報誌労務ＲＯＡＤの配信

【手続き代行業務】

従業員数

従業員数

雇用契約書等の相談

助成金・補助金情報の情報配信

助成金・補助金情報の訪問提供

助成金（支給申請）報酬

労働・社会保険の得・喪届

職安への求人募集（更新に限る）

【相談指導・情報提供業務】

就業規則等の相談

その他の手続・届出業務※1

労働保険年度更新

算定基礎届
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スポット価格表（顧問先限定）

業務内容（手続き他）

労働保険新規適用（継続一括先を除く） 10,000円(1件)
労働保険廃止手続※確定申告を含む 30,000円～
雇用保険事業所設置（廃止）届 30,000円(1件)
社会保険新規適用届（強制適用） 20,000円(1件)
社会保険新規適用届（任意適用・国保組合） 30,000円(1件)
国民健康保険新規適用届（医師国保・歯科医師国保・建設国保等） 30,000円(1件)
社会保険全喪失届 20,000円(1件)

労働保険・雇用保険調査立会 労働基準監督署調査立会 20,000円～
社会保険関係調査立会 10,000円～
その他行政調査立会※会計検査院調査・都道府県市町村等の許認可調査他 20,000円～
会議参加・従業員面談同席等※資料作成なし 5,000円(1回)
会議参加・従業員面談同席等※資料作成あり 都度見積
労働組合対応 50,000円(1回)
審査請求・再審査請求 都度見積

就業規則（通常規程） 150,000円～
就業規則（簡易規程） 100,000円～
非正規従業員規程 50,000円～
賃金規程・退職金規程※賃金設計・固定残業設計・退職金設計は別途見積 50,000円～
車両（通勤・借上・社有）規程 30,000円～
他（育児介護・旅費・携帯・寮・奨学金貸与etc） 30,000円～
就業規則変更（条文追加：条文変更・条文確認※弊所作成分を除く） 2,000円(1条)
就業規則届出業務 2,000円(1件)
雇用契約書・採用関連書式作成・管理※ひな型作成を除く 5,000円(1名)

ハローワーク事業所登録・初回求人申込 10,000円(1件)
ハローワーク求人申込（新規・窓口申込） 5,000円(1件)
ハローワーク高卒用求人申込 15,000円(1件)
大学・専門学校その他求人 10,000円(1件)
求人（リクナビ・マイナビ・indeed等）作成支援※弊所にて入力その他、作業を行った場合 10,000円(1件)
採用診断テスト 4,500円(1件)

年金シミュレーション（最適給与・最適年金） 10,000円～
各種裁定請求サポート※申請は請求者に行ってもらいます 30,000円～
老齢厚生年金（裁定請求）　：　遺族厚生年金（裁定請求） 50,000円～
障害厚生年金（裁定請求） 80,000円～

助成金申請代行報酬（計画報酬）※一般事業主行動計画・第二種計画認定等も含む 10,000円～
助成金申請代行報酬（申請報酬）※右記乗率と30,000円を比べて高いほう 10%～
労働者派遣許可申請・有料職業紹介許可申請 150,000円～
労働者派遣更新申請・有料職業紹介更新申請 100,000円～
労働者派遣実績報告・有料職業紹介実績報告※実績なし 30,000円～
労働者派遣実績報告・有料職業紹介実績報告※実績あり 50,000円～
認証マーク取得※完了目安１箇月以内 30,000円～
認証マーク取得※完了目安２箇月程度 50,000円～
認証マーク取得※完了目安３箇月以上 100,000円～

新規申請（指定番号取得） 150,000円～
新規申請※新規事業立上後の追加（介護を取った後で障害を新規設立した場合等） 70,000円～
指定更新・指定変更届 30,000円～
処遇改善加算計画書※キャリアパス等の打合せ等は、相談料が追加見積となります 30,000円～
処遇改善加算実績報告※20人を超えると10人ごとに5,000円追加見積となります 50,000円～

高年齢者・障害者雇用状況報告書※調整金・納付金の申告は別途見積 10,000円～
中小企業退職金共済：小規模企業共済加入手続 10,000円(1人)
社会保険請求額正誤チェック※毎回の確認はお断りしております 10,000円～
随時改定保険料変更チェック※毎月給与台帳等を弊所に送信し、弊所が管理する場合 500円×全従業員数
給与（賞与）支給額正誤チェック※毎回の確認はお断りしております 500円×全従業員数

介護関係手続※報酬は１事業所または１案件単位となります（介護と障害では、それぞれで１事業）

その他

事業設立・廃止等に係る業務等

行政調査・審査請求・労組対応等

就業規則作成業務等

求人等

年金相談等

助成金・補助金・許可申請等
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給与計算関連価格表

給与計算基本顧問料※役員・正社員・パート等を含めすべて1名でカウントします 5,000円+(950円×人数)

web明細 無料

明細発行　（封入れあり） 500円×人数

明細発行　（封入れなし） 300円×人数

クラウド勤怠ツール※弊所システム（マネーフォワード）との連携が可能である場合 無料

勤怠集計なし【弊所書式を使用】※CSV様式に転記していただきます 無料

勤怠集計なし【貴社書式を使用】※CSVに変換が可能な様式の場合（RPA等で対応可能） 原則無料（初回設計別途見積）

勤怠集計なし【貴社書式を使用】※FAX等紙の様式で対応する場合 200円～×人数

勤怠集計あり※1名あたり600円を基準に作業量に応じた見積を行います 600円～×人数

賞与計算基本顧問料※前年の賞与対象者の人数で見積を行います (5,000円+(400円×人数))×賞与回数÷12箇月

web明細 無料

明細発行　（封入れあり） 500円×人数

明細発行　（封入れなし） 300円×人数

他

有給休暇の残数管理※一部分のみの管理は受け付けておりません（法律上の付与対象者全員分となります） 500円×人数

住民税特別徴収関連作業※給与支払報告書は別途費用を頂戴します 200円×人数

年末調整

年末調整（紙）※弊所が印字した様式に記載し回収 10,000円+(3,000円×人数)

年末調整（web）※マネーフォワードにて各従業員が直接入力 10,000円+(1,500円×人数)

給与支払報告書提出※各市町村への提出 1,000円×市区町村数

過去給与データ入力作業※契約月の前月までの集計を直近月に纏めて入力 初回データ作成費に含む

過去給与データ入力作業※契約月の前月までの給与額を額面通りに入力 給与顧問料0.25箇月分×対象月数

クラウド勤怠導入

事業所情報基本設定 100,000円～

従業員情報登録 3,000円×人数

機器（カードリーダー等）設定・導入※機器の費用は含みません 50,000円+(1,000円×人数)

シフトスケジュール初期設定※初回以降の設定は自社にて対応をお願いします 50,000円～

勤怠管理

給与明細打出し

基本料金

賞与

賞与明細打出し
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