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相続マーケット徹底攻略セミナ－!相続マーケット徹底攻略セミナ－!

創業から２年、相続で年商7,000万突破！
創業から２年半で、月商1,000万突破！

士業事務所の経営者が押さえるべき、相続マーケティングへの取り組み方を大公開！

● 相続専門サイトの活用法 ・・・ オーシャンは、月100 本のお問い合わせ
　・相続手続き、相続登記、相続税申告、遺言書作成を受注するホームページの作り方

● 相続案件の紹介獲得法・・・ オーシャンは、月20件超の紹介を獲得
　・葬儀社、保険会社、不動産会社、士業事務所から相続案件の紹介をもらう営業手法

● 相続・遺言案件の商品化による販売チャンスの拡大と固定客化手法
　・財産調査、相続財産管理人、遺言の商品化、遺言書の保管など、業務ノウハウを大公開

● 相続業務の多角化・・・ 不動産や生命保険などのコーディネート術
　・不動産の紹介、生命保険の提案、老人ホームの紹介、関連する付帯業務で売上を上げる

●トップクラスの実績をもとに、具体的な手法とその裏側(数値データも)を大公開！
　間違ったマーケティングで無駄なコストを使う前に、最高のノウハウを吸収しよう！

同日開催
参加無料

相続遺言推進協議会
相続の実務研修支援と営業ツール・ノウハウを提供する勉強会のご案内

株式会社オーシャン
代表取締役　黒田  泰

住所：横浜市西区高島２丁目14-17 クレアトール横浜ビル５階 
電話：045-620-6200　FAX：045-548-9173

経営コンサルタントが、独立して士業事務所の経営者になったら、こうなった・・・

～あなたの事務所の相続案件を倍増させる！最高の180分のご案内～

相続マーケットに本格参入して、実績を上げたい事務所様に贈る 
180 分集中、日本最高峰の相続マーケティング・ノウハウ公開セミナー

主
　
催

開催要項

日  程

場  所

申込用紙にご記入いただき、FAXにてお申込みください。

または、ホームページからもお申込みいただけます。

045-620-6200

045-548-9173
http://www.ocean.jpn.com/

平日 9:30～20:00
土曜 9:30～17:00

担当事務局：久保野谷・入江

一般参加 :１名様￥32,400 協議会会員 :１名様￥10,800

関与先 :１名様￥21,600

定員：30名

定員：40名

定員：35名

定員：30名

定員：30名

お申込
方法

参加料

みずほ銀行　横浜東口支店
普通口座  2135311　　カ）オーシャン振込先

お問合せ

FAX

株式会社オーシャン 

大宮会場5月17日（土）

5月20日（火）

5月23日（金）

5月26日（月）

6月2日（月）

仙台会場

神戸会場

名古屋会場

東京会場

会場：大宮ソニックシティ　大宮駅徒歩6分

会場：情報産業プラザ　仙台駅徒歩3分

会場：神戸国際会館　三ノ宮駅直結徒歩2分

会場：ウインクあいち　名古屋駅徒歩2分

会場：アーバンネット神田カンファレンス　神田駅徒歩1分

● お申込み後、1両日中に事務局より申込確認の電話をさせていただきます。確認が取れ次第、受講票をご送付いた
しますので、ご確認ください。

● 開催一週間前までに受講票をお送りいたします。
● お申し込みの際に、参加会場・料金のご確認をお願い致します。

※代表者の黒田のコンサルティング先様に加えて、これまでに黒田と
　御縁のあった方についても、関与先料金にて対応させていただきます。

※ご参加をキャンセルされる場合は、セミナー開催日の3日前の18時までに、下記担当者までお電話にてご連絡をお願い致します。 2日前以降
のキャンセルの場合、参加料の50％相当、当日及び無断欠席の場合は100％相当を申し受けますので、ご了承下さい。 なお、いずれの場合も
当日使用したテキストやツール類をご送付申し上げます。

本セミナーに関する開催要項を下記にてご案内させていただきます。なお、お申込みにつきましては別紙の
ＦＡＸ申し込み用紙、またはホームページよりお申込みをお願いします。

※各会場、定員となりましたら別会場でのご案内となります。先着順にて受付をさせていただきますので、予めご了承下さい。

株式会社オーシャン
HP

検索

行政書士法人オーシャン 司法書士法人オーシャン
株式会社オーシャン
オーシャングループ

一般社団法人いきいきライフ協会

大成功事例に学ぶ ! 競合他社より早く実践する !

大成功事例に学ぼう !   競合他社より早く実践しよう!

相続マーケット徹底攻略セミナ－!相続マーケット徹底攻略セミナ－!

月50件を超える相続案件を受注する実績の裏側を大公開 !



相続関連マーケットに関心がある先生や
さらなる業績アップを実現したい先生が、
ワクワクする成果に直結するノウハウを公開します！

経営コンサルタントから、年商１億円の士業グループの経営者に！？

創業から２年で年商7000万円。３年目の今年
は年商１億円規模に。大成功の裏側を初公開！

オーシャンのマーケティング手法を完全公開！

  相続マーケット 徹底攻略セミナ－!

プレゼンター

オーシャングループ
株式会社オーシャン
行政書士・司法書士法人オーシャン
一般社団法人いきいきライフ協会

＜黒田泰プロフィール＞
新卒で大手経営コンサル会社に入社。同社にて、経営コンサルタントと
してキャリアを重ね、顧客開拓大賞（コンサル契約獲得、年間１位 ）、
相続のマーケティングモデルを構築して商品企画大賞を受賞するなど、
多くの実績を残して、2011年末に同社を退職。

2012年、パートナーの行政書士・司法書士とともにオーシャングループを設立 。士業部門のマーケティ
ング支援によるＷＥＢサイト経由での月40件を超える受託に加えて、精力的に葬儀・介護業界への営業、
保険会社での講演、大手税理士との提携などを展開。結果として創業から２年半で1000 件を超える
相続関連案件を受託。現在、テレビや新聞、書籍や専門誌の執筆など精力的な活動を続けている。

2011年    6月

2011年10月

2012年   １月

2012年   5月

2013年   3月

2013年   7月

2014年   3月

行政書士事務所オーシャン開業。（家賃11万円、8坪）。【月商 55.8 万円】

司法書士事務所オーシャン開業。合同事務所となる。【月商 117.5 万】

株式会社と社団法人を設立。オーシャングループ結成。【月商 293.9 万円】

創業から１年経過。従業員数 8名（うちパート4名）となる。【月商 350.9 万円】

法人化。行政書士法人（3月）、司法書士法人（5月）。【月商 681.7 万円】

支店開設。湘南藤沢支店をOPENし、２拠点で運営。【月商 679.9 万円】

現在に至る。士業部門の従業員数16名（うちパート 6名）。【月商 1031.7 万円】

代表取締役／代表理事

黒田  泰

まずは、オーシャンの実績からご紹介させていただきます

くろだ ひろし

＜オーシャンの創業から２年半の実績＞

相続手続き
年間500件

相続セミナー
年 25回開催

税理士への
相続税案件の
紹介・年 24件

相続不動産の
紹介案件
年間18件

遺言書作成
年間100件

遺言書保管
年間 60件

弁護士への
 紛争案件の 
紹介・年15件

相続遺言の
相談 70件 /月

 THE OCEAN GROUP

しかし、創業時は皆さんと一緒です。

左記の通りですが、2011年6月、私の妻（行政書士）が業務
経験なしで毎月の家賃の支払いに、おびえていたところか
ら、オーシャンはスタートしています・・・（苦笑）。

今回は、２年前の売上ゼロから、相続マーケットに絞って月商
1000 万を突破するまでに至ったマーケティング手法を完全
公開していきます。

本気で相続に取り組みたい司法書士・行政書士・税理士の 
先生は、是非ともこの180分にご期待ください。１０年先まで
のマーケティング戦略が見えると思います。

「はじめまして」ではなく、「あれ？黒田さん何やってんの？」と、もともと黒田の事をセミナーや 
私の書籍などを通じてご存知であった方にとっては、２年少々で年商１億円の士業グループの経営
者となっていたことを知ってビックリされるかもしれません。

毎月の経営会議で、事務所戦略と各人の役割を確認

皆さま、突然のご案内にて失礼します。

オーシャングループ（行政書士・司法書士・コンサル会社、社団法人） 
の代表をしております、黒田 泰（くろだ ひろし）と申します。

2011年末に10年ちかくお世話になった、大手コンサル会社を卒業さ
せていただいてから、早いもので２年が経ちました。

この間に、私自身が経営コンサルタントという立場ではなく、ひとり
の経営者として、メンバーと一緒に作り上げた相続関連マーケットの
攻略法を是非ともお伝えしたいと思い、２年ぶりにマーケティングの
ノウハウを公開するセミナーを開催させていただきました。

相続マーケット 徹底攻略セミナ－!



多くのマーケットが縮小を続ける中で、
相続マーケットは数少ない成長マーケットです。
私たち士業事務所に求められるのは、 
見込み客と出会うマーケティング機能の強化です！

私も皆さんと同じ、士業事務所の経営者です。
成果が出ないマーケティングに投資するつもりは
一切ありません。電話の鳴らないＷＥＢサイトや、 
制作会社に高い投資をしてはいけません。

相続税申告の件数が増えると・・・

① 相続税申告がある方、申告が必要かどうかギリギリ
な方も含めて、専門家への相談が増える。

② 相続税申告がある方は、専門家に手続きを依頼する方が多いため、相続業務も増える。

③ 2015年以降に、相続税申告の対象となる方のほとんどは一般個人。つまり、一般個人の方にとっ
て身近な「ホームページ」「地域での相談会」「葬儀社の紹介」などを通じて、専門家に相談が
いく流れが太くなるため、マーケティング機能が整っていると仕事が増える。

来年の相続税改正による相続マーケット拡大では、 
すべての士業に恩恵がありますが、ここで勝ち抜くた
めには、マーケティングと営業機能の強化が必要不可
欠になります。理由をご説明しましょう！

WEB サイトを活用する場合、重要なのは見込み客の訪問
者数とお問合せ件数です。月５～１０件の仕事を受注する
場合、最低５００名～の訪問者数が必要になります。

また、想定される「地域名＋相続」や「地域名＋遺言書」
といったキーワードで、検索して１ページ目に表示される
かどうか、それからお客様目線で必要なコンテンツがある
かどうかがカギとなります。オーシャンの場合、月100 件
以上のお問い合わせがあります。どんなキーワードで、反
響率がどれくらいで、どんな仕事が来ているのかをセミ
ナーではご紹介させていただきます。

オーシャンでも、年間で２０～３０回の相続や遺言、老
い支度などをテーマに税理士、保険会社、葬儀社など様々
な組み合わせでセミナーを開催しております。

中には、右のように６００名のホールを押え、新聞社と 
共催で、芸能人と一緒にセミナーを行うこともあります。 
大事な事は、どんな目的をもって、どんなセミナーを開催 
するかということです。今回のセミナーでは、セミナー営
業のポイントや目指すべき成果について、実際の資料をも
とにご紹介させていただきます。

このように、従来のように信託銀行や金融機関、ＪＡ、不動産業者などに紐ついた顧客ではないので、
マーケティング機能の強化によって、もっと受注を増やすことが出来るのです。

オーシャンでは、相続税申告をアライアンス先の税理士に紹介していますが、今年３月で言えば、
ホームページからの相続税案件の受注は５件になります。 このように、相続税案件を紹介できる立
場にいるので、税理士からの相続手続きや相続登記のご紹介も月 10 件～ 15 件になります。つまり、
自社のマーケティング機能を強化することで、発展的なアライアンスが実現できるのです。

 THE OCEAN GROUP

オーシャンでは、年間２０件を超える相続税案件を受注していますが、
こうした相続税案件も発展的なアライアンスを創り出すコツとなります！

ＷＥＢサイトはデザインではありません！仕事につながる電話が何本鳴るかが重要です！

セミナー営業の場合、どんな目的で開催するか決める必要があります

相続マーケットが、魅力的である３つの理由は明確です。
① 来年の相続税改正によって、確実に仕事が増える！
② 相続発生件数（死亡者数）は向こう10年、増加傾向！
③ 個人案件なので、自社の努力（マーケティング・営業活動）を
通じて獲得が可能！しかもホームページとの相性が良い！

オーシャンでは、３月のホームページ経由のお問い合わせは、 
１０１件になります。また、アライアンス先などのご紹介も
 含めると、３月のお問い合わせは、１１８件になります。

地域における相続遺言セミナーの様子

 相続マーケット 徹底攻略セミナ－! 相続マーケット 徹底攻略セミナ－!

大終活フェア 2014 横浜



相続マーケットには、多くのニーズがあります。 
利益率アップや固定客化の秘訣がここにあります！

 THE OCEAN GROUP

＜相続遺言推進協議会のご案内＞
今回のセミナーは、各会場ともに午後 13 時からの受付、午後 13 時 30 分からのセミナー開始となり
ますが、午前中には「これから相続業務に取り組みたい方に向けた実務研修」や「相続に関する営業ツー
ルやパンフレット」などをご提供する、相続遺言推進協議会の無料説明会を開催させていただきます。
ご興味のある方は、別紙ご案内を確認いただきまして、ＦＡＸ申し込み用紙またはＷＥＢサイトからお
申込み下さい。

ゼロから創業して２年半。
月商1,000万円を突破したオーシャンのすべてを
今回のセミナーでは、まるごと公開します！

相続マーケットには、まだまだ可能性があります！
オーシャンにとって月商 1000 万円突破は
ひとつの通過点。まだまだ相続で業績が上がります！
2009 年に執筆した著書のサブタイトルに、“イキイキワクワク！行政書士で年商１億円突破！” と
付けましたが、それから 5 年が経ち、自ら行政書士・司法書士のグループの代表者となって、 まさ
かタイトル通りの年商１億円規模に、こんなに早く到達するとは思っていませんでした。 しかしな
がら、私自身 35 歳。そして相続マーケットは拡大する一方ですから、オーシャンにとって月商
1000 万円はひとつの通過点に過ぎません。

皆様にお伝えしたいこと。それは相続マーケットに本気で取り組むことで、まだまだ持続的な成長
が可能ですよ！という事です。ゼロから創業したオーシャンで、２年半で１億円規模です。もっと
経営資源のある事務所であれば、もっと大きな成果を上げる事も出来るハズです。

今回のセミナーでは、経営コンサルタントとして、ひとりの経営者として、皆様がイキイキワクワ
ク！できる実践的な情報を発信させていただきます。是非とも、奮ってご参加いただければと思い
ます。皆様とお会いできることを楽しみにしております。

セミナーにご参加いただいたお客様が、最新情報に触れ、事務所経営
に 活かせるように、皆様の判断基準となる情報をすべて公開していき
ます。 ですから、ご安心ください。しっかりと参加料を支払っても、十
分に元がとれる セミナーであることを自信をもって私自身がお勧め致
します。

それから、同業他社の皆様にお伝えしたいことがもうひとつあります。

オーシャングループ  代表 黒田 泰

 相続マーケット 徹底攻略セミナ－! 相続マーケット 徹底攻略セミナ－!

相続関連業務には、一般企業も注目する、多くのビジネスチャンスがあります！

相続マーケット徹底攻略セミナー   スケジュール   ※各会場共通

１３時００分～ 受付開始

第 1講座　成果を上げるマーケティング手法のコツを完全公開

第 2講座　営業手法のコツを完全公開
利益率を上げる付帯業務と相続関連業務の新商品活用法

第 3講座　まとめ講座（経営戦略とマネジメント手法）
相続遺言と上手く付き合って確実に業績を伸ばす経営戦略

質疑応答　＆　アンケート

１３時３０分～１４時４０分

１４時５０分～１６時００分

１６時１０分～１６時５０分

１６時５０分～１７時００分

私どもオーシャングループでは、不動産会社や、金融機関、
生命保険会社、葬儀社など、多くの一般企業からお問い
合わせをいただきます。それは、私たちが彼らの仕事や
見込み客を持っているからなのです。

不動産であれば、相続した不動産を売却して現金で相続
したいというお客様から、不動産の売却の相談をいただ
きます。生命保険であれば、相続対策で遺言書を書きた
い方の財産をみると、基礎控除を超えているものの生命
保険（生命保険控除）を使っていないお客様に出会う事もしょっちゅうです。つまり、彼らが喉から
手が出るほど欲しい顧客を私たちは持っているのです。

また、私たちのサービスはまだまだ深く掘り下げていくことが可能です。オーシャンで開発した 20
年間２万円でお受けする “掛かりつけ法律家サポート”（遺言書の保管）や、夫婦で遺言を 作成す
る場合のサポートプラン “むつみ” などがそれにあたりますが、遺言の保管は年間 60 件、むつみも
年間で 30 件ちかくあります。その他、相続財産管理人として行う仕事も増えてきています。こうし
た業務ノウハウについても、どのように活用して、どのように収益化するのか、コツがあります。セ
ミナーでは、私たちの独占業務の可能性と活用法についてもお伝えいたします。

大手保険会社にて遺言書活用の講演を担当
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