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を手にするまで「受験はすべて自分でやる」という前提で、受
験にかかる費用はすべてアルバイトで賄っていた。当然、受験
期間中はほぼ毎日アルバイトという状況である。そんな受験時
代を井上氏は、「宅配ピザのデリバリー係として計６年間働きま
した」と、振り返る。
　月収18万円も稼いでいたと話しながら、井上氏はこの仕事
のメリットを次のように分析している。
　「コンビニ店員や引っ越しのアルバイトは必ず身体を動かさ
なければならないのに対して、ピザのデリバリー係はバイクの
運転だけなので比較的体力を温存できます。しかもデリバリー
は接客業。６年間もサービス業をいろいろと勉強させてもらえ
たわけです。この経験は司法書士業にものすごく活かされて
います」
　2003年、井上氏は、４度目の挑戦で晴れて司法書士に合格
するのである。

　変化が訪れたのは高校進学時だった。野球の強豪校に入
る選択肢もある中、「これから先もずっと野球の競争の中で生
きるのだろうか。今まで野球しかやってこなかったので、これま
で全くしてこなかった勉強もきちんとしてみたい」と、公立高校
進学の道を選んだのである。井上氏は、野球だけでなく大学
進学を含めた自分の将来について考え始めたのだ。
　具体的な将来像として、司法書士が浮上してきたのは大学
進学に向けて一浪している時だったという。浪人した１年間、
井上氏はかなり具体的に将来について考え、調べたりもした。
　「自分はサラリーマンには向かないだろう。いっそのこと、法
律系の資格を取って食べていけないだろうか。法律系資格の
中でも司法書士なら経営やビジネスに活かせる。自分にはうっ
てつけではないか」
　若い井上氏にとって、司法書士は明るい未来を感じさせるも
のだった。こうして井上氏は、大学入学前から司法書士を目指
して、明治大学法学部に入学したのである。
　司法書士受験にはどのような勉強方法がいいのか。井上
氏は情報収集を開始した。用意周到で絶対道を外さない。綿
密な性格が、この頃から顕著に現れてくる。過去問をチェック
し、入学とほぼ同時に司法書士試験に向けての勉強を開始。
大学では「不動産登記ゼミ」という、何ともマニアックなゼミにも
入っている。
　「不動産登記ゼミがあること自体びっくりですが、明治大学
にはあったんです。ただ、入学早々司法書士にルートを決めて
いる学生は少ないので、そのゼミに入る人も少なかったです
ね」と、笑いながら当時を振り返る。
　こうして入学と同時に司法書士になるための準備を始めた
井上氏は、大学２年から受験をスタート。４回目の試験で合格

　現在、全国にいる司法書士は20,670人（2012年1月1日現
在）。その中で、井上真之氏が率いる司法書士法人NCPは月
200件以上、年間総計2500件を超える相続案件を扱い、司法
書士業界でも高い注目を集めている事務所である。開業から
８年で関東・関西・九州に拠点を持ち、圧倒的シェアを維持す
る組織のトップ・井上真之氏は、現在34歳。司法書士法人創
設時は、弱冠25歳だったという。若手司法書士はいかにして組
織を設立し、30数名の大型法人にまで成長させたのか。まず
は井上氏が司法書士になった経緯から伺ってみよう。
　「高校に入るまでは本気でプロ野球選手になろうと思ってい
た」と言う井上氏は、小学校時代、神奈川県の選抜チームに

選ばれるほどの剛腕ピッチャーだった。選抜チームの一つ下の
学年にはタレントの上地雄輔さんもいたと笑顔で話しながらも、
思い出はそんな楽しいことばかりでもないようだ。
　「ピッチャーは常に守り、打たれないようにしなければならな
い。フォアボールを出してはいけない。あの小さなキャッチャー
ミットに球を収めなければならない。このメンタル的にも厳しいポ
ジションで、練習時は常に９回２アウト満塁でカウント２−３（ツー
ストライク・スリーボール）の状況で投げられるようにしろと言わ
れて練習してきました。厳しかったけれど、その時の教訓が今
の私を支えているのかもしれません。それに、チームワークや礼
儀作法、先輩・後輩の上下関係もきちんとあるのが野球です。
とてもいい経験になりました」
　そう話す井上氏は、中学時代は野球一色、法律家になるこ
となど微塵も考えていなかった。
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井上 真之
相続手続き年間2500件。
『究極のサービス』で、
一般家庭の相続手続きを
サポートします。
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▲スタッフは総勢30名。土曜・日曜も対応してくれる

▲浪人時代に司法書士を目指すことを決めた井上氏

野球少年、
司法書士を目指す

　不動産登記、商業登記、債務整理、簡易裁判所訴訟代理業務、成年後見……。司法書士の職域はこの数年間で大
きく広がっている。今まで通りに不動産登記と商業登記に邁進する司法書士がいる一方で、時代の波しぶきを浴び
ながら、この新しい職域にチャレンジしていく若手司法書士も出てきた。今回は、司法書士業界で新たな領域にチャ
レンジする司法書士法人NCP代表・井上真之氏のエネルギッシュな活躍に迫る。



　「現在年間120万人の方が亡くなられますが、相続税を納付
する方はわずか５万人、つまり全体の4％～５％で、ほとんどの
方は相続税が発生しません。相続税を納める5万人の方には
税理士のサポートが必要だと思いますが、それ以外の方、相
続税がかからない圧倒的多数の100万人以上の方たちは、家
も預貯金もあるけれど富裕層ではない、ごく一般的な家庭の
方です。そこに司法書士がアドバイスしたり、相談に乗ることが
できる部分がたくさんあると閃いたのです。
　そこで、この100万人の手続きをサポートしようというのが、私
の戦略です」
　ここから、相続に関して事前のコンサルティングからアフター
フォローまで、トータルにサポートする司法書士法人NCPの戦
略的ビジネスが展開されるのである。

　NCPとは、New Consulting Partner ＝ 新しい相談相手、
を意味する。「司法書士はサービス業」という認識を持ち、顧客
ニーズに迅速・的確・丁寧に対応したい。従来は敷居の高かっ
た法律相談所のイメージを払拭して、気軽に相談に行ける「街
の法律家」を目指したい。そんな井上氏の強い思いが込めら
れた事務所名だ。個人事務所ではできなかった、きめ細かい
サービスを実現するためには、法人化も必須だった。
　井上氏は、開業当初から事務所の中核となる業務を相続に
据えることにした。この大きな決断の経緯を、次のように話して
いる。
　「不動産登記が激減するという社会情勢もありましたし、飽
和状態といいますか、司法書士の諸先輩方がやってらっしゃ
る業務領域に、若手が参入できる余地はないように思えました。
そのためか、当時の若い司法書士たちは債務整理に進む傾
向が強かったんですね。
　けれども私は、債務整理も基本的には弁護士がその道のプ
ロだと考えていました。となれば、第一線で自分がやるなら相
続分野しかない。マーケティングをしてみると、当時まだ相続専
門の司法書士事務所は見当たらなかったので、専門特化して
ビジネスを展開すれば、新参者でも成功できそうでした。つまり、
空白地帯を狙った戦略だったのです」
　相続手続では、不動産があればそれにまつわる登記が必
ず必要になるし、遺産分割協議書作成や戸籍謄本収集といっ
た司法書士が代行できる業務が多い。確かに税金以外の相
続手続は、司法書士の職域を活かした分野だ。問題はどう
やって受注するかにあった。相続が発生すると、10カ月以内に
相続税申告が必要となる。税金なので、相続の相談といえば
税理士、会計事務所というのが一般的で、登記が必要になっ
た時だけ、司法書士に声がかかるケースが多い。そこで井上
氏は、次のような戦略を立てた。

　司法書士は、「究極のサービス業」。この理念に基づいて、
司法書士法人NCPでは、相続はもちろんの事、通常の不動産
登記、商業登記、株式や預貯金等の名義変更手続、遺言書
作成、遺産分割協議書作成、戸籍謄本等の収集代行まで、顧
客の「相談できるパートナー」としてあらゆるニーズに応えてい
る。トラブルを回避するためにもできる限り迅速な対策が必要
な案件が多い中、平均年齢30歳前後の若いスタッフ中心に迅
速なフットワークで緊急案件や大量案件にも柔軟に対応してい
るのも司法書士法人NCPの特徴と言えるだろう。
　また、相続案件に関する各種セミナーや講演、企業内研修等、
教育研修にも力を入れ、相談・診断・アドバイスのアフターフォ
ローにも努めている。2004年の設立当時から相続手続や遺言
作成をわかりやすくまとめたハンドブックを作り、土日も休まず自
宅訪問をする。こうした地道な活動や販促ツールが実を結んで、
年間2500件を越える相続手続が実現しているのだろう。
　例えば法人内でできない案件が来た場合には、必要に応じ
て弁護士や税理士といった専門家を無料で紹介するのも、司
法書士法人NCPの特徴だ。井上氏は、専門家とのアライアン
スについて、次のように説明する。

　相続サポートをするにあたり、井上氏は「司法書士は究極の
サービス業」を念頭に置き、ビジネススキームを考えた。
　まず、「初回の無料相談」。どこの事務所でもやっているこの
サービスを、さらに徹底したものにする。その一つがフリーダイ
ヤルだ。通話無料でいつでも相談できるサービスだが、ビジネ
スマンが相談しやすいように、ビジネスアワー以外にも営業時
間を設定し、平日は19時まで、土曜・日曜も対応するようにした。
更に、相手先に訪問して相談を受けることも積極的に行い、そ
の際も無料にした。
　土日休みの事務所がほとんどで、初回の面談による相談も
最初は司法書士ではないスタッフが受付事務を行い、その後
で有資格者が対応する事務所が多い中、司法書士法人NCP
では面談による相談は必ず所内の司法書士が応じている。結
果、迅速で的確な解決ができるという仕組みになっているので
ある。こうしたきめ細かいサービスが、大きな差別化につながっ
ていったのは言うまでもないだろう。
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　こうして司法書士
法人NCPは2004年の
開業から相続に特化
し、顧客本位のサービ
ス展開をしてきた結果、
現在は遺言・相続手
続だけで年間受注件
数2500件を超えるよう
になった。これは、司法
書士業界でもトップクラ
スと言える実績である。
　そして、登記を窓口
に、相続全体を司法
書士がアレンジすると
いう斬新なアイデアで、
総合アドバイザーとしての第一歩を踏み出したのである。
　「たとえ相続税がかからなくても不動産があれば登記は必
ず発生します。そこを入口として、相続にまつわる不動産登記
や預貯金手続といった相続全体をコーディネートする。あくまで
入口は私たちになるスキームですね」と、井上氏は自信のほど
を見せている。

　司法書士試験に合格した井上氏は、2004年１月から個人
事務所に勤務し、いよいよ司法書士としての第一歩を踏み出し
た。当時はまだ司法書士の独占業務である登記のみ行う事務
所がほとんどで、井上氏の勤務先もその業務の内訳は不動産
登記9割、商業登記１割だった。
　井上氏が社会人となった頃と前後して、司法書士の世界に
は暗雲が立ちこめてきた。不動産登記が減り始め、更にその
後のリーマンショックで激減し、過去10年間で不動産登記は半
減してしまったのである。その一方で、クレジット・サラリーマン
金融による自己破産・多重債務が社会的に大きな問題となり、
債務整理が急増。多重債務者の相談窓口が司法書士の新し
い業務分野として期待されるようになった。また、簡易裁判所
の訴訟代理権も司法書士に認められ、司法書士を取り巻く環
境は大きく変化してきたのである。
　時代の変化の中で井上氏は、「司法書士は何をすべきなの
だろう」と改めて自分の立ち位置を考えていた。その時、井上
氏の脳裏に浮かんだのが、苦学生時代にやっていた「宅配ピ
ザのデリバリー」である。初対面のお客様にピザを届ける。お
金を払わない顧客、文句を言いたい放題言う顧客……自宅と
いうホームグラウンドならではの勝手放題にも誠意をもって対応
していた。「あの時の接遇は究極だったな」と思ったその瞬間、
井上氏の胸に熱いものが込み上げてきた。
　「これまで司法書士は法律で定められた独占業務にあぐらを
かいてきた。しかし、司法書士の職域は広がっている。これからは

『司法書士は登記』ではだめだ。今求められているのは登記で
はない。『相談できるパートナー』だ。『街の法律家』である司法書
士は、『究極のサービス業』でなければいけないんだ。私はお客
様にとって『相談できる新しいパートナー』となることを目指そう」
　2004年９月、井上氏は志を持って司法書士法人を設立する。
司法書士法人NCPの誕生である。

「司法書士法人NCP」誕生

相続コンサルティングに特化

「究極のサービス業」

▲東京事務所はJR・地下鉄四ツ谷駅より
徒歩10分、地下鉄四谷三丁目駅・曙橋
駅より徒歩8分のライラック三栄B1階

究極の
ワンストップサービスを目指して

▲2004年､相続コンサルティングに特化した事務所展開を考え､司法書
士法人NCPを設立。現在､年間2500件超の相続案件を扱う



　相続案件に特化し、圧倒的シェアを保つ司法書士法人
NCPは、今後どのような方向に舵を切るのだろう。
　「今後注力したいと考えているのは、相続案件の中の遺言
です。遺言は法的にも効力がありますし、認知度も高くなってき
ています。最近よくメディアで取り上げられているエンディング
ノートの延長線上で遺言を書くようにしていければ、と考えてい
ます。顧客数の多い司法書士法人NCPであれば、そこをうまく
使ってやっていけるのではないか。ただし、まだ頭の中の構想
ですが」と、井上氏は嬉しそうに話す。
　遺言を考えている人は多いが、公証役場や弁護士に相談
するのは、一般の人にとっては敷居が高い。果たしてどうやっ
たら法的に有効な遺言になるのか、わかりにくい面もある。そこ
で最低限のマナーとして、普通の人が「遺言を書く」という文化
を定着させたいと、井上氏は意欲を見せる。
　自らの今後について聞くと、「相続関連業務は、この成熟社
会にあって珍しい成長分野。相続分野に特化した司法書士
法人としてパイオニアになれたので、この分野をきちんと固めて
いきたいですね。今後のことはわかりませんが、良い仕事を依
頼してもらえるシステムをきちんと作っていきたい。それがきちん
とできているから今の段階で当社にアドバンテージがあり、他
社の追随を許していないのだと思います。今後も先手必勝で、
地方展開をしていきます」
　相続について巷でも話題になることが多い昨今、司法書士
法人NCPの後を追って相続に特化する司法書士事務所も増
えてくるだろう。広がる職域に、井上氏は若手司法書士のチャ

続案件の窓口となりたい。司法書士法人NCPは、今その体制
を整えつつある。
　拠点展開について、井上氏は東京事務所の創設から始ま
り、現在は関西、九州にも拠点を展開し始め、今後さらに名古
屋、札幌と、全国展開を進めていくと話している。
　「私は石橋を叩いても渡らない、本当に慎重なタイプです。
ですから司法書士法人NCPは、まず事務所ありきではありま
せん。まずどうするか、戦略を考えます。それを決めてから、費
用対効果を見つつ、マーケティングしてデータを収集する。そこ
で確実な見込みを立ててから、司法書士法人の支店を展開し
ていく。この決定だけは、すべて私がやっています」
　まるで『三国志』の諸葛孔明のように、慎重かつ綿密な計画の
下で実現する。これが、井上氏の新たな拠点展開である。関東
エリアで誕生し、徐 に々地方へ。今後の展開も期待できそうだ。
　拠点展開を進める司法書士法人NCPは、「相続手続のス
ペシャリスト集団」としてスタートし、来年で創立10年目となる。
設立時は20代半ばだった井上氏も今年で34歳。現在、総従業
員数30名、うち司法書士13名の陣容になった。今後も拠点展
開を進めて行くために、さらに増員も計画中だという。更なる躍
進をめざす司法書士法人NCPに求められるのは、どのような
人物像だろう。
　「司法書士は『究極のサービス業』です。私たちの仕事の中
心である相続も、結局はお客様との会話が基本です。お客様
の要望を聞きながら、解決策を提示していく。そこが私たちの
他法人とは違う面だと思っています。疑い深い方、せっかちな
方、お金に細かい方、とても心配性な方……。お客様は種々雑
多です。そういった性質を敏感に察知して迅速に対応する。ま
さにホテルマンのようなフレキシビリティとサービス精神が求め
られますから、そこは物凄く重視していますね。知識は二の次、
三の次。まずはコミュニケーション能力ですね。
　それに付随して、やはりチームでやっていくので、周囲との協
調性が大切です。資格の有無は基本的には問いませんし、資
格を取って『さあどうだ』という方は歓迎できませんね。私たち
は、機転を利かせてお客様の要望を吸い上げ、アドバイスして
いくコンサルティング業です。資格の有無や実務ができること
以前に、その方の人間性が大事ですね」
　実は現在のもう１人のパートナーの河合星児氏を面接した
時、井上氏はそのコミュニケーション能力の高さに驚いたとい
う。自分のステップアップよりも仕事をきちんとやりたいという意
欲で、目を輝かせていた。これまでのキャリアを聞くと、「アルバ
イトでピザ屋のデリバリーをしていました」と、答えが返ってきた。
　「偶然とはいえ、驚きました。それができれば十分。ものすごく
鍛えられたヤツだと確信しました」
　今、河合氏は、井上氏と共に組織をマネジメントするパート
ナーとなっている。お互いの信頼関係は厚い。

　消費税増税が決まり、今後は相続税も控除減額や増税の方
向で進んでいく様相を呈している。政府は今後、相続税納税者
を現在の５％から７％に増やそうとしているため、そのすそ野は
さらに大きく広がっていくだろう。ちょっとした都心の新しいマン
ションを持っているだけで相続税が発生する時代が、もうそこま
で来ているのだ。関東、関西、九州、その全都市部でこうした納
税者増大が見込まれる中で、全国的に拠点展開することで相
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　「相続が起きたら、まず私どものフリーダイヤルにお電話いた
だくか、もしくはこちらからご自宅に伺うか、事務所で面談する
か、いずれかの形で一度お話をお聞きします。実際に、お手伝
いしましょうとなったら、お客様が求めている不動産登記などは
当社で受託し、もし相続税申告が必要であれば税理士の先生
をご紹介します。相続税申告だけでもかなりの件数があるので、
NCPグループとして税理士法人を併設して受注ということも大
いに考えられますが、そこはこれまでのお付き合いがあります。
何より、私たちは『究極のサービス業』ですから、それぞれの案
件ごとに最高のエキスパートに頼みたいのです。そのクオリティ
を維持するために、すべてご紹介にしています」
　こうした顧客本位の地道な活動とサービス。そしてあくまで
その道のプロフェッショナルにこだわることで、司法書士法人
NCPは大きな信頼を得ている。そして、自らが窓口となって相
続を中心にさまざまな法律系ワンストップサービスを展開するス
キームを構築しているのである。 ▲パートナーの河合星児氏と

司法書士法人の
全国展開を実現

レンジの場も広がっているとアドバイスする。
　「自分で創意工夫すれば、司法書士の仕事はまだまだ広が
ります。例えば、賃貸住宅に住んでいる人はたくさんいます。そ
の家賃が適正かどうかを再度計ってみる。もし過剰に払ってい
たら、更新料返還、敷金返還などに関わるサービスが発生しま
す。交通事故も大事に至るケースがたくさんあるので、司法書
士の出番は多いでしょう。あるいは残業代を請求する等、弁護
士が力を入れていない空白地帯で、比較的身近なところをよく
見ていくと、案件はたくさん転がっています。それを、自分の武器
によって商品化していくのです。薄利多売のように思えますが、
きちんと窓口を作って束ねて、将来的に全国展開できるように
仕組みを作れば、相当な収益につながります。司法書士＝

ｲｺｰﾙ

登記
と考える方が多いですが、今日の登記発生状態の中で案件を
取ろうとすると、かなり無理をした営業をかけなければなりませ
ん。だからこそ、若手はこうした未知の分野に力を入れるといい
ですね。
　司法書士は社会的信用が高い資格です。その信用力を活
かして自分なりに仕事を創っていってください。それには、受験
時代から構想を練っておいた方がいいですね。モチベーション
維持にもつながります。ネット上では、司法書士は食べられない
といった、悪い情報ばかり流れています。でも、私の知り合いの
若手司法書士は皆、ちゃんと食べていけて、しかも活躍してい
る人がたくさんいますよ」
　若手ならフットワークが軽いので、頼んだらすぐ動いてくれ
る。ネットで情報収集できるので、最新の知識を提供してくれ
る。そんな若さをメリットと捉える顧客も多い。売り込み方は工
夫次第。創意工夫で、仕事は成り立つ。サラリーマンより遥かに
やりがいを感じられて、リターンも大きい。この魅力ある仕事に
賭けてみるのもいいのではないだろうか。

創意工夫で広がる
司法書士業

▲事務所名のNCPは、New Consulting Partner＝新しい相談相手の
意味｡「司法書士はサービス業」という認識を現したネーミングといえる


