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株式会社 ACROSEED（行政書士法人・税理士法人）

ACROSEEDグループ　会社概要

1. 代表からのメッセージ

2.ACROSEED の特徴

ACROSEED グループは、日本における外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。

1986 年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、外国人雇用
のコンサルティングなどを 30 年以上にわたり専門に扱ってまいりました。

現在では、ACROSEED 社内に、行政書士法人、税理士法人を併設し、お客様のご要望に的確にお
応えでできる体制を整えています。

もちろん、業務は日本語、英語、中国語のいずれでも対応することが可能です。 多くのお客様の信頼
を勝ち得るようグループとしての体制作りを強化するとともに、今後も実直な業務方針を貫き、お客
様のお役に立つサービスを提供していく所存です。

３. 社歴

１．業務実績が業界トップレベル

社歴

1986 年　9月 港区青山にて佐野行政書士事務所　開設

1991 年　3月

1998 年　1月

2002 年 11 月

2003 年　4月

2006 年 11 月

2007 年 10 月

2008 年　1月

2009 年　4月

株式会社佐野国際法務事務所　設立

株式会社佐野国際コンサルタント　社名変更
港区赤坂　移転

株式会社 ACROSEED　社名変更

岡田社会保険事務所　開設

行政書士法人 ACROSEED　社名変更

社会保険労務士法人 ACROSEED　社名変更

千代田区平河町　移転

税理士法人 ACROSEED　開設

ACROSEED

ACROSEED

社会保険労務士法人
ACROSEED

税理士法人
ACROSEED

株式会社

2020 年 11 月 社会保険労務士法人 ACROSEED　解散

２．最新の入管動向に精通

３．安心と信頼を重視したサービス提供

４．ISO27001 取得で情報セキュリティ対策

行政書士が入管業務を扱う申請取次制度がスタートした1989年から、
ACROSEEDは申請取次資格を取得し、現在に至るまでビザ申請を中心に
業務を拡大してきました。 

年間3000件近くの申請を毎週2回以上、定期的に行うACROSEEDでは、
入国管理局の最新の審査動向をいち早く把握し業務にフィードバックして
います。 

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止
にも力を注いでおります。、

法的根拠に基づかない申請やお客様の利益にならない申請などは、しっか
りとご説明の上、業務をお断りする方針を開業以来貫いております。

行政書士法人
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株式会社 ACROSEED（行政書士法人・税理士法人）

ACROSEEDグループ　法人向けサービス

1. 外国人雇用コンサルティング

２. ビザ手続きアウトソーシング

３. 外国人社員の相談窓口対応

外国人社員を受け入れる際に、該当する在留資格の有無、手続きや受け入れまで

の期間など個別具体的な方法をご提案していきます。

４. 許認可の取得代行

５. セミナー講師、原稿執筆

貴社で雇用する外国人社員の在留手続きを経験豊富な専門家が代理で対応しま

す。

人事ご担当者様に寄せられる外国籍社員からの個人的な在留申請、生活相談など

の質問や問い合わせに行政書士が対応します。

許可基準の調査、官公署との交渉、必要書類の準備、申請書の作成、官公署への

提出代行、許可後の義務の説明などを行います。

貴社のご要望に応じてセミナー講師や雑誌などへ掲載する専門的な記事の執筆を

経験豊富な専門家が対応します。
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株式会社 ACROSEED（行政書士法人・税理士法人）

ACROSEEDグループ　導入事例

Before

導入事例１（商社）

　　海外グループ会社から定期的（年に複数回）に人材を招へいし、企業理念、企業文化、　グループ内のコンプライアンス
     などセミナーを実施。

世界各国からの「短期滞在」の招へい作業（申請から入国までの進捗管理、本人との連絡調整、申請書類作成）を社内受
入部署で対応していたため、本来の業務に支障が発生し、招へい作業も円滑に進行していなかった。

１．招へいスケジュールの構築
２．国ごとの査証申請の必要性の確認作業
３．進捗管理（査証申請受付、査証発給、入国時期）
４．本人との連絡調整業務
５．申請書類作成のサービス

・受入部署の担当者が本来の業務に集中することができる

・招へい作業の担当者を数名雇用するよりも、コストが下げられた

・セミナー開催がスケジュールどおり円滑に進行した

　　就労目的の在留資格に関する各種申請以外は、個人案件（高度専門職、永住、家族滞在）として個人にまかせていた。

　従業員個人に各種申請をまかせていたことで、新しい在留カードの入手に時間を要し、　社保手続き等に遅れが生じていた。
　また、　転職時の届出など、個人にまかせていたため適切に行われていなかった。

１．外国籍社員の個人的な相談窓口（家族、永住、届出など）
２．採用内定前の在留資格の基本的な要件確認（採用しても問題ないかどうか）
３．新卒入社で変更申請が完了した新在留カード情報をエクセルに転記して納品
４．各種申請及び届出サポート

導入事例２（通信事業）

導
入
後

導入サービス

導入サービス

After

Before

導
入
後

After

・従業員個人から ACROSEED へ直接相談が入るシステムを導入することで、受入部署は本来の業務外の相談から開放され、
本業に集中できるようになった。

・個人案件にも企業割引料金の適用があり、従業員に対する一種の福利厚生（ベネフィット）のような仕組みが出来た。

・新卒社員や転職社員の社保手続きがスムーズになった

・採用内定前に、基本的な在留資格の要件を確認することで、法的に問題なく、安心して雇用できる体制を構築できた。
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株式会社 ACROSEED（行政書士法人・税理士法人）

ACROSEEDグループ　業務実績

1. 外国人社員の就労ビザ申請

2. 外国人留学生の新卒採用サポート

・キャセイパシフィックエアウェイズ
・クリスチャン・ディオール株式会社
・タペストリー・ジャパン合同会社
・株式会社メルカリ
・ソフトバンク株式会社
・トヨタ自動車東日本株式会社
・関西ペイント株式会社
・川崎汽船株式会社
・伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
・株式会社テレビ朝日
・五洋建設株式会社
・株式会社アートネイチャー
・ＪＸ金属株式会社
・不二サッシ株式会社
・株式会社ジェイティービー
・三井化学株式会社
・株式会社アマナ
・学校法人武蔵野大学
・川崎近海汽船株式会社
・ロックポートジャパン株式会社
・一般財団法人日本気象協会
・日本船主責任相互保険組合
・株式会社ラッシュジャパン
・新日鐵住金株式会社　など

３外国人雇用のコンサルティング

・株式会社ＮＴＴドコモ
・ザ・リッツカールトン東京
・楽天モバイル株式会社　など 

・株式会社パソナ
・株式会社東芝
・株式会社大林組
・セント・メリーズ・インターナショナル・スクール
・千代田インターナショナル・スクール　など 

４.「技能実習」、「特定技能」手続き

・三菱ふそうトラック・バス株式会社
・JX日鉱日石金属株式会社
・21世紀マンパワー事業協同組合
・社会福祉法人新座福祉会　など 

5. 国際会議等の「短期滞在」手続き

・伊藤忠商事株式会社
・株式会社学会サービス　など

6. 顧問サービス

・イケア・ジャパン株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・楽天グループ株式会社
・株式会社Yostar　など

7. 許認可手続きのアウトソーシング

・伊藤忠人事総務サービス株式会社
・株式会社日本アクセス
・伊藤忠ケーブルシステム　など

8. 各種コンサルティング業務

・株式会社大林組
・株式会社東芝 　など

                 その他、多数の実績がございます。
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ACROSEEDグループ　著書

佐野　秀雄 / 佐野　誠　 著

平成 13 年 11 月　初版発行

平成 29 年 7月　第 5版発行

日本加除出版

定価：3600 円（税別）

佐野　誠　 

秋山　周二

日本加除出版

発刊年月： 2013 年 5 月

定価： 2,310 円 ( 税込 ) 

佐野　誠 

宮川　真史

秋山　周二

日本加除出版

定価：2,100 円（税別）

2011 年 9月　第 1版発行

佐野　誠

宮川　真史

日本加除出版

定価：2,900 円（税別）

2011 年 3月　第 1版発行

佐野　誠 / 秋山　周二 / 西澤　毅　 著

スバル舎リンケージ

定価：3,500 円（税別）

2010 年 6月 30 日　第 1版発行

よくわかる入管手続　基礎知識・申請実務と相談事例 すぐに使える！ 事例でわかる！ 外国人雇用 実戦ガイド

外国人「研修・技能実習生」支援マニュアル 外国人のための雇用・受入れ手続マニュアル

外国人のための国際結婚手続マニュアル 外国人雇用マニュアル

レクシスネクシス・ジャパン

第 2版：2019-12-03

発刊年月： 2015 年 5 月

改訂版では平成 29 年 9月 1日施行の改

正入管法に対応し、外国人雇用の現場で

ニーズの高い研修・技能実習についても

わかりやすく解説しています。

佐野　誠　 著

平成 22 年 2月 15 日　日本加除出版

定価：2,300 円（税別） 

佐野秀雄　/　佐野　誠　著　

2010 年 3月 第 3 版発行　 中央経済社

定価：1800 円（税別）

外国人のための起業・会社設立支援マニュアル こんなに面白い　行政書士の仕事　第４版



Mail.contact@acroseed.co.jp
〒102-0093 

東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル8F
Tell. 03-6905-6370

株式会社 ACROSEED（行政書士法人・税理士法人）

ACROSEEDグループ　パブリシティ

1. メディア取材

2. セミナー実績

アルジャジーラ

ワールドビジネスサテライト

ロイター通信

ジャパンタイムス

NHKハートネット TV

外国人雇用の問題点

「アベノミクス　第一幕　解散で成長戦略どうなる？」 

「外国人労働者への支援強化、司令塔欠く対応に不安の声も」 

Abe hopes to roll out red carpet for foreign startups

「ウクライナ難民の受け入れについて」 

埼玉県産業振興公社

三十三総研、四日市商工会議所

首都大学東京

山口銀行

日本人材紹介事業協会

日本学生支援機構

みずほ総研

三井住友海上経営サポートセンター

岩手銀行

東京都労働相談情報センター

一般社団法人日本教育基盤財団

一般社団法人中部産業連盟

東京商工会議所

一般社団法人経団連事業サービス　

公益社団法人日本生産性本部

一般社団法人企業研究会

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社リクルートエージェンシー　

一般社団法人日本能率協会　

財団法人労務行政研究所　

山梨県行政書士会　 その他多数

セミナータイトル 主催者

「外国人雇用の知識と実務」　

「人不足を乗り越えるための人材活用セミナー」　

「中小企業のためのはじめての外国人雇用」　

「日本における就職活動方法、就労ビザの取得について」　

「外国人雇用の基礎知識と実務」　

「留学生の就職時の在留資格変更における課題・注意点について」　

「外国人雇用の知識と実務」　

「入管法改正・外国人雇用と人事労務管理」 　

「外国人の雇用と人事労務管理」　

「外国人の基礎知識と雇用管理の配慮ポイント」 　

「第二回外国人留学生　採用促進セミナー」　

「東海地区留学生採用・活用セミナー」　

「外国人雇用の基礎知識と活用事例」 　

「外国人採用と人事労務管理・実務＆事例セミナー」 　

「外国人雇用を成功させるために」　

「外国人のための雇用・受入れの基礎知識」　

「企業におけるメンタルヘルス不全への対応」　

「汎アジア時代のグローバル戦略」

「外国人の募集採用・労務管理実務セミナー」 　

「外国人雇用と人事戦略 ～高度人材活用を成功させるために～」 

“入管法と行政書士”「外国人の起業・会社設立のための支援と留意点」 　
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ACROSEEDグループ　執筆原稿

外国人雇用の現状

外国人社員と在留トラブル

高度人材とポイント評価

在留カードと義務

在留手続きのポイント

外国人留学生の採用と在留手続き

新卒採用された外国人の審査傾向

外国人社員のインバウンド研修について    など

Daijob HR club コラム

HR MICS リクルート
「なぜ、留学生は日本を選び日本で働いていくれるのか」 

人事労務コンテンツ全般　点検・修正　　約 200 件 

「人事実務」 産労総合研究所
外国人労務に関するトラブル事例

ビザに関するトラブル事例

在留資格「高度専門職とは何か」

外国人労働者の労務管理上の配慮・措置等

在留期間の更新および再入国許可申請

外国人の採用手続きと社内体制の整備

外国人の採用および労働条件の通知等

在留管理制度および外国人雇用状況の届出

外国人労働者の労働保険と社会保険の手続き

外国人雇用の現状および入管法の重要性 

「東商新聞」 全 6回掲載
中小企業の外国人雇用

「日経産業新聞」
インタビュー

「労政時報」 第 3788 号 株式会社労務行政
グローバル競争時代への対応 “待ったなし！”

「外国人の雇用と処遇、活用の実務」

「日経就職 Navi」 株式会社 日経 HR
外国人留学生特集 内定後の資格変更

卒業後の就職活動 「ビザについて」

「日経　就職ナビ」　外国人留学生特集
内定後の資格変更／卒業後の就職活動 ビザについて

「企業実務」　No630　日本実業出版社

外国人研修・技能実習制度の概要とトラブル防止策

増加する研修生・技能実習生と受入れ企業のメリット

外国人研修制度の概要と研修生の要件等

外国人技能実習制度の概要と技能実習生の要件等

研修・実習制度に関連したトラブルが増えている

トラブル防止のために注意するべきこと

「外国人雇用・研修制度と入管法Q&A」

第一法規
「外国人従業員に対するコンプライアンス教育・研修の実施」　

日本法令
「外国人労働者をめぐるよくあるトラブル事例」　

「入管法改正の内容と社労士のビジネスチャンス」

「労務事情」 第 1099 ～ 1101 号 産労総合研究所
「JRS 経営情報サービス」 経営ソフトリサーチ
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ACROSEEDグループ　ビザ手続きサービス・料金　2022年版

1. 海外からの呼び寄せ・ビザの変更

2. ビザの期間更新

3. その他手続き

4. オプションサービス

ビザの種類 カテゴリー１

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「技能」「教育」 「企業内転勤」

カテゴリー 2 カテゴリー 3 カテゴリー 4

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「芸術」 「介護」
「特定活動」「文化活動」( インターンシップ・サマージョブ )
 「興行」(2 号ニ、2号ホ、3号、4号 )

「高度専門職」(1号イ,1号ロ,1号ハ) 

「技能実習」(1号イ、2号イ・ロ、3号イ・ロ)

「特定技能」(1号、2号)「研修」「永住者」 

「家族滞在」

「教授」

「経営管理」

80,000円 120,000円

100,000円

120,000円

50,000円（技能実習計画認定申請150,000円）

150,000円

単独　30,000円（本体者と同時申請　20,000円）

80,000円

80,000円 120,000円 220,000円

サービス

COE の海外発送（原則としてDHL を使用）

外国籍社員の在留状況の管理

在外公館でのビザ申請の進捗管理 （申請受付、査証発給、入国予定）

申請人との連絡業務（日・英）

POLO、POEAの手続き（フィリピン国籍者の雇用時）
①PRA（フィリピン政府認定エージェント）経由の申請
②直接雇用禁止の免除措置

2,000円／件＋実費

10,000円／件

30,000円／月額～

10,000円

①10,0000円～╱件
（PRAへのフィーが別途必要）
②100,000円／件

料金

※ 上記料金に加えて、申請種類により 1件あたり下記の収入印紙代又は手数料が必要です。

①変更・更新 4,000 円　②永住 8,000 円　③技能実習計画認定 3,900 円　④就労資格 1,200 円　⑤再入国（シングル 3,000 円、マルチ 6,000 円）

※ 同在留資格を複数件同時に申請する場合、2件目以降は各料金の半額となります。（家族滞在は対象外）

手続きの種類 カテゴリー１

就労資格証明書交付申請

カテゴリー 2 カテゴリー 3 カテゴリー 4

資格外活動申請

再入国許可申請

在留資格取得許可申請

永住許可申請

在留カードに関する各種届出

80,000円 120,000円

20,000円

20,000円

30,000円～

150,000円

20,000円

在留資格の種類 カテゴリー１

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「技能」「経営・管理」「教育」

カテゴリー 2 カテゴリー 3 カテゴリー 4

「高度専門職」

「企業内転勤」

「特定技能」(1号、2号)

「家族滞在」

「教授」

①40,000
②80,000円

①60,000
②120,000円

40,000円

①50,000円　②120,000円

①75,000円　②150,000円

単独30,000円（本体者と同時申請20,000円）

①40,000円　②80,000円

①要件に関わる内容に変更がない場合（例：同じ勤務先で同じ職務内容の場合）

②要件に関わる内容に変更がある場合（例：転勤して勤務先が変わった場合など）

60,000円

①60,000円　②120,000円「芸術」「介護」「興行」(2号ニ、2号ホ、3号、4号) 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

100,000円
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