
弁護士報酬早見表 【着手金 :報酬=1:2 消費税を含む】

よび報酬0(第 16条 )

(事件の内容により,SO%の 範囲内で増'ぉ(額 することができます

契約締結交渉 (第 18条 )

(1∫ 件の内容により

督促手続lF件 (第 19条 )

手 形

(封Ⅲ件の より,30%の

により,30%の 範囲内でl憎減額することができます。若

(第20条 )

5万 2SOO円 。

ることができます。若手金の最低額は金 5万 2500円 。)

ができます。)

任意J″ 理可I件 (第27条 2'貝 )

(1)弁 護士が債称取立 よ り めた配当原資額につき

(2)依 頼者および依匁ll者に輩ずる者から任意提供を受けた西L当

3%X(1+消 Tセ税率)

(2%十 金50万円)× (1+消 イヤ税率)

(1%十 金 150万 円)X(二 十消ザィ税率)

金5000万 円以下の場合

霊5000万 円を超え,金 1億 円以下の場合

金 1億 円を超える場合

手数料 (第 37条 )

(1)す貴判上の手数料

金 10万 5000円

(1%十 金7万 円)X(1+消 Tヤ税率)

(05%十 金22万 円)X(1+消 費税率)

(03%+金 82万円)X(二 十消費税率)

手数料

金300万 円以下の場合

金300万 円を超え,金
3000万 円以下の場合

金3000万 円を超え,金
3徳円以下の場合

金 3億円を超える場合

分類

示談交渉を要しない)夕 合

項 目

R「 決和れ7

(2)裁 判外の手数料

報酬金

16%X(1+消「く税率)

(10%十金 18万 円)X(二 十消イ〈〕税率)

(6%十 金 138万 円)X(1+消 費税率)

(4%十 金738万円)X(二 十消ιt税 率)

着手金

8%X(1+消 すィ税率)

(5%十 金9万円)X(二 十消費税率)

(3%十 金69万円)× (1+消 Jヽ'税率)

(2%十金369万円)× (1+消 す(税率)

経済的利益

金300万 円以下の場合

金300tt P]を 超え,金 3000万 円以下の場合

金3000万 円を超え,金 3億円以下のl歩 合

金 alし
て円を超えるJ″′t合

金 10万 5000円

(1%+07万 円)× (1+消 費税率)

(03%十 命28万 円)X(二 十Vl11年 税率)

(01%+金 88万円)× (1+消 rt税 率)

金 21万円

(1%十 ′,17万 円)× (1+消 す('税 率)

(03%十 金38万円)X(1+消 ユヤ税率)

(01%十 金98万円)X(二 十Vll!ヤ 税率)

31万 SOOO円

(2%十 金
'4万

円)× (二 十イflヽ
′税率)

(1%十 金54万円)× (1+消 rヤ税率)

(05%十 金204万 円)X(1+消 費税率)

4%X(二 十yl費 税フイl)

(3%十 金 10万 円)× (二 十消費税率)

(2%十 金30万円)X(二 十∵i!ヤ税率)

(1%十 金130万 円)X(1+ィ lJヤ 税率)

(05%十金230万 円)X(1+消 費税率)

(03%+金 630万 円)× (1+消 rt税半り

手数料

金300万円以 下の場合

釜300万円を超え,金
〕OOO万 円以下の場合

金3000万 円を超え,金
3億円以下の場合

金 31し
'日

を超える場合

金300万 円以下の〕■tr合

金300万 円を超え,金
3000万円以下の場合

金3000万 円を超え,金
3億円以下の)″′合

金 31ヒ†円を超えるナ々す合

金300万 円以下の場合

金300万 円を超え,金
3000万 円以下の場合

金3000万 円を超え,金
3億 円以下の場合

金 3億円を超える場合

金1000万円メ下の),■合

金1000万円を超え,金
2000万 円以 ドの+4●1合

金2000万 円を超え,金
1億 円以下の場合

金 1億 円を超え,金 2
億円以下の場合

金 2億円を超え金20徳

円以下の〕オ′合

金20億 円を超える十夕l合

工 木

基 本

類

基 本

投立 。よにl減 資・合併 分
コ1・ 組l砒変更・通常hf第

非定型

非定型

項 目

契約J,類 およびこれに準じる書類作成

遺言祥作成

世占ヤ九行

会社設立等

1酬金

4%X(1+消 ヨ守税率)

(2%十 金 6万 円)X(1+消 費税率)

(1%十 金36万 円)X(1+消 費税率)

(06%+金 156万 円)X(1+消 すlギ税率)

若手金

2%X(1+｀ l費 税率)

(1%+金 3万 円)X(1+消 費税率)

(05%+金 18万 円)X(1+消 rや税率)

(03%+金 78万 円)X(1+消 rィ税率)

経済的利益

金300万 円以下の
'″

合

金300万 円を超え,金8000万 円以下の)ぉ.1台

金8000万 円を超え,金 3億円以下のllよ 合

金 31t十 円を超える場合

報酬金

第16条 又は第20条の額の半額

着手金

(1%十 金 3万 円)× (二 十消費税卒)

(05%+金 18万 円)X(1+消 費税率)

(03%十 金78万円)X(1+消 費税′イ̀
)

2%× (1+消 費税率)

艦済的利益

金300万 円以下の場合

金300万円を超え,金 9000万 円以下のナ上合

金3000万 円を超え,金 3億円以下の場合

金 3億円を超える場合

R酬金

8%× (1+消 イヤ税率)

(S%十金9万 円)X(二 十消Fヤ税率)

(3%十 金69万円)× (1+消 ユ
'税

率)

(2%+金 869万円)× (1+消 費税率)

着手金

4%X(1+消 rt税率)

(25%十 /1｀ 4万5000円 )× (1+消 費税率)

(15%十 金34万5000円 )× (1+消 費税率)

(1%十 金 184万 6000円 )X(二 十消rt税 率)

経済的利益

金300万 円以下の
'4を

合

金300万 円を超 え,金 3000万円以下のナh合

金3000万 円を超え,金 3億円以下の場合

金 3億円を超える場合

15%× (二 十消費税斗り

(10%十金25万円)X(1+消 ユくイッ静じ卒)

(8%十金45万円)× (1+消 rt税率)

(6%十 金 145万 円)× (1+消 費税率)

(5%十 金245万円)X(二 十消費税率)

往500万 円以下の1″′合

釜500万 円を超 え,金 1000万 円以 下の場合

釜1000万 円を超 え,金 5000万 円以下の lttη 合

往5000万 円を超え,金 1億 円以 ドの場合

金 1億 円を超える14す(合


