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公益社団法人 京橋法人会

第 7回 通 常 総 会 の ご案 内
E日 1寺 令和元年 6月 14日 (金 )

第1吉1総 会 15:00～ 16:30

第2部 懇親会 17:00～ (懇親会費 10,000円 )

■会 場 コー トャー ド・マリオット銀座東武ホテル
東京都中央区銀座 6‐ 14‐10(TEL 03‐ 3546‐ 0111)

会員の皆様には、4月末に令和元年度会費のご請求書または口座振替の案内書と併せ、

ご案内いたしておりますが、ご回答をご提出いただいてない方は、必ずご提出下さいま

すようお願い申し上げます。

なお、ご欠席の場合は委任状へのご署名をお忘れなくお願いいたします。

“
“

京橋法人会管内企業間の異業種、同業者間の情報交換や経営上の意見交換の場として、

異業種交流会を開催いたします。「経営ノウハウ、事業展開の情報交換」を通 じて、新たな

人脈・ビジネスチャンスを開拓 していただく場として大勢の皆様のご参加をお待ちいたし

ます 1(お申込者へ参加者名簿を 1週間ほど前に郵送にてお送り致します。)

令和元年 9月 19日 (木)17:00～ 19:00
(受付開始 16:30)

コー トヤー ドマリオット銀座東武ホテル 2階「桜の間」

中央区銀座 6-14-10

150名 (定員になり次第締め切 らせていただきます)

会員 2,000円 、一般 3,000円
(当 日、受付にて徴収いたします)

別添チラン、または当会ホームページをご参照の上、申し込みください。

電話番号 :03‐ 3523… 2030 異業種交流会係まで

◆場  所

◆定  員

◆参 加 費

◆申込方法

◆お問合せ

◆日  時
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新入会員紹介 (H30年度入会)
(敬称略)

法人名等 業種 法人名等 業種

い事業パートナー

エクサスパートナーズlオハ

友和商王い

アンナアドバイザーズlオハ

三協実業い

いアネックスギャラリー

経営コンサルタント

コンサルティング

内装仕上工事業

不動産

卸売業

職別工事業

一般財団法人あんしん財団 引ピ東京支局
災害防止

ドキ ン環

ングアジノ ソ ン ングサー

ツ ンン ング

ア 境帥

ヾ ウ ビト ス佛

G損 中害保険触 ネ谷

工ク アアス リ

nPttme mU ber

とうか

lttnTOKYO NET WORTH

い藤林企画

佛 Holy Mother

不動産

飲食業

コンサルティング

日本刀・武具販売

ビジネス・プロデュース

1能楽の公演

1尋奮冥望
版、

:手芸材料輸

友堂

NZA8

ンーケイ (銀座ソレイユ )

食品の製造、

入販売

共倉」文化橋lttl

一般社団法人 観世会

lttnァクシスジャパン

インタープリズムい

触築地すし好

清流国際特許業務法人

佛電発コール テックアンドマリ

ジェイシートレンド⑧

高邦水産い 水産伸卸

内航海運業

水産品

ン

経 営

小売業

損保代理店業

ソフトウエア開発

映l象 制作

コンサルタント

二カル・ユニオン

ンヾズゲート

ラリックジヤパンl本ハ

ズ・ジャパン

キヤリアート

M.A P ESTATE懺

ライフハーツ

コムズ・ファースト

不動産

ハウスクリーニング・
エアコンクリーニング

広告代理業

セラフイックい

④建報社

一般社回法人 技術士PLセンター

繊維製品企画・とP

広告代理店

技術サービス

都市計画の企画設計

各種コンサルタント

コンサルティング

コンサルティング

映像制作 編集 スタジオ運営

水産品食品輸出入卸売販売

相続税・コンサルティング

電気通信工事

配管材料の卸売業、管工事業

解体業

―エスアイ・エンジエアリング

innovatiorl Artisい

ジタル・セッション

FT

sプライベートコンサルティング

八重洲電気い

24

クリーン・ビジネス

」apan

1解体工事及び改修工事

1輸出・生鮮輸出

ケーアイ

コンサルティング

lttnェ ッシェンバッハ光学ジヤパン

」apanSeaRi鵬 Corlst,Itir科9

1本ハTAS

い大不Bビルテック

蜘ちよだ鮨

ユニオンアトラスω

1食品卸

1輸入販売

|コ ンサルティング業

:ビルメンテナンス

|す し製造販売

1商社

1卸売業

潮待物流サービスい

昇商事

日寺

NKYみらしヽ

保管業

ソフトウェア業

社会保険労務士業

各種コンサルタント

いエーエスエル

山崎社会保険労務士事務所

いprecious

第5支部 (湊・新冨・明石町・入船 )

第6支部 (築地)

第 1支部 (京橋 1～ 3、 八重洲2)

第2・ 3支部 (銀座 1～ 8)※ 昭和通りより西

第4支部 (銀座1～ 8)※ 昭和通りより束

第5支部 (湊・新富・明石町・入船)

第 7・ 8支部 (八丁堀・新川 )

第9支部 (周 島・勝どき・個・晴海・豊海町 )
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全国女性フォーラム

4月 25日 、東京で

は初夏を思わせる陽

気のなか、雪がちら

つく富山県富山市(富

山産業展示館テクノ

ホール)に おいて「全

国女性 フォーラム富

山大会」が開催され、全国 384単位会より1,646名 の参加

がありました。記念式典に続き、奥田瑛二氏の講演、活

動事例発表、税に関する絵はがきコンクール全国表彰式

などが執 り行われました。他会の創意工夫あふれる活動

発表に触れ、意見等を伺い、当会の部会運営にも生かせ

ると感じた事例もあり、大変有意義な時間となりました。

(女性部会長・吉川孝子)

新入社員セミナー

5月 10日 (金 )、 新入社員 。新任経理担当者を対象に租

税セミナーが開催されました。京橋税務署の各担当官より、

法人税・消費税・源泉所得税について、基礎知識の説明が

行われ、参考になったという多数の好評意見がありました。

監事監査会

4月 23日 (火 )、 監事監査会が開催され、平成 30年度

の理事の職務の執行状況並びに事業及び会計帳簿等の監

査が行われました。監査会は監事 2名 のほか代表理事、

業務執行理事 2名、事務局担当者が出席いたしました。

|   ―i■    1厚 生委員会

5月 13日 (月 )、 第1回厚生委員会が開催され、第 11回

文化芸能公演会「ぎんざ寄席Jと 第3回「企業間異業種交流

会」の実施について審議されました。

当会の社会貢献活動の日玉的事業として定着している

事業ですが、事

業内容の充実を

図ることとした

ほか、 参力H者が

昨年を上回るこ

とを目標に、活

発な議論が交わ

されました。

1常任理事会 。理事会

5月 16日 (木 )、 第 1回理事会が開催され、平成 30年

度事業報告、決

算報告が満場一

致で承認 され、

来る第 7回通常

総会への提出議

案 として全て承

認されました。

法ムをようtギし

ill it i‐ =i●‐●~「

事 業 報 告

女性部会

説明会・研修会

観任懇喧援瑾輩

控猛十一

法 人 会 の皆 様 の ご相 談 を承 ります

法律お日談(30分 5,000円 )・ 顧間契約

主に中小企業の経営上の法律問題全般を取り扱っています。労使問題、

クレーム対策が得意です。一般市民の民事も幅広く取り扱っています。

〈被害相談〉 中小企業労使問題 .民事介入暴力
・悪徳商法 ,多重債務 高利貸し

弁護士嵩十詮善(雲宿稽X聟講倉)

●当事務所
｀~…… ′́

(ニューギンザビル4F)

〒104‐0061東京都中央区銀座5丁 目8番 5号
ニューギンザビル 10号館 4F

TEL(03)5568‐6655
FAX(03)5568‐6656
予簡単検索は

高下謹壱法律事務所

金銭貸借・不動産

損害賠償請求・交通事故

多重債務の整理、自己破産

借地借家

民

事

会社法 商取引

債権回収 倒産

労使問題 (労働組合交渉)

手形 女[的財産 契約

商

事

離婚 ,相続・遺産分割

遺言作成 男女間トラブル

逮捕後接見 刑事弁護

示談交渉

お気軽にご相談下さい 。電話相談5分間無料

函豆(0120)79日 5678

高下謹壱法律事務所
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6日 3口 (同 )

手ケット販売受付開始 H
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今和元年 9司 10口 (火 )年 後 う時 50分田消

銀座 ブロ ッサムホール 〔中央区銀座 2-15-6〕

林家たい平・昔昔亭桃太郎(落謡)日 向ひまわり(講談)ほか
※詳細は「ぎんざ寄席」チラシ又は当会ホームページをご覧ください。

■ 入場料 会員企業 1,000円   一般 2,000円 (全席指定)

■ 主 催 公益社団法人 京橋法人会

■ 協 賛 大同生命保険・AIG損 害保険・アフラック

日 間合せ (公社)京橋法人会 TEL:03-3523-2030

(新企業年金保険)

慶東法

1.掛金は従業員1人につき月額1,000円から30,000円まで
任意に設定できま現

2.掛金は全額損金または必要経費に算八できま硯

3.従業員数や資本金額にかかわらす加入できま曳

4.こ加入後lヵ月で退職しても退職金が支払われま現

5.中小企業退職金共済制度 (中退共)と重複して加入できま硯

と

東法連特定退職金共済会とは
○東京法大会連合会(東法連)が母体となり昭和52
年に財団法人として設立されました。

○所得税法施行令第フ3条に定める「特定退職金共
済団体」として、税務署の承認を受けています。

○東京都知事の公益認定を受けて平成24年 10月
に公益財団法人に移行しました。

○約5,200社 の事業所の皆さまにこ加入いただき、
約430億円の積立金をお預かりしています。

○この制度は大同生命と締結した「新企業年金保険契約」に基づしヽて運営しています。
Oこのこ案内|よ 、平成29年 10月時点の制度内容に基づき記章

'さ

れており、制度内容は将来変更されることがあります。
○上記記章,の税務取扱いは、平成29年 10月現在の税制に基づくものです。今後税務の取扱いが変わる可能性もあり、将来を保証するものではありません。
Oこ加 入 にあた っては、必 す

。
所定 の パ ンフレットをご確 認 くださしヽ。                    企Cセ9」 8-S(平成29年 10月 24日)P696S

〒160・ 0002東京都新宿区四谷坂町5番6号 全法連会館3階
TEL(03)3957‐1641  FAX(03)3357‐ 1642
https://w― tohoreniokutaikyo orip/

従業員の退職金準備は

 ヽ
『

▲

h▼

特定退職金共済制度 (特退共)の魅カ

君毬雷香私せはI II(齢贔致東法運特定退職金共済会 靱
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国税庁の取組

○ 近年、IC T(1青報・通信技術 )を利用 した申告件数が増加 してお り、税務

署から送付 した申告書用紙が利用 される割合 は年 々低下 しています。

O このため、国税庁では、資源保護及び行政コス ト削減の観点から、令和 2年 4月決

算分の確定申告以降、税理士関与のある法人※とを対象として、申告書等用紙※2の送

付に代えて、確定申告に必要な情報を記載した「申告のお知らせ※3」 を送付すること

としております。

(※ 1) 「税理士関与のある法人」とは、前年の確定申告書に税務代理権限証書 (税理士法第30条)が添付されて
いる法人を対象としております。

(※ 2) 「申告書等用紙」とは、法人税確定申告書については、各種別表、勘定科自内訳明細書、法人事業概滉
説明書 (調査課所管法人にあっては会社事業棚況書)及び適用額明細書をいい、消費税確定申告書につい
ては、申告書、付表及び消費税の還付申告に関する明組書をいいます。

(※ 3) 『申告のお知らせ」とは、提出期限、提出部数及び中間税額等の
j晴

報を記載した書面です。

O 申告の際は、 e― Taxを ご利用いただ くか、国税庁ホームペ ージ (www.n堕翌0,け

に申告書等用紙を掲載 してお りますので、これを印刷 してご使用いただけます。

○ 皆様のご理解 とご協力をお願いいた します。

◎ 大法人のettTaxの義務化が始まります !

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」力塘」設され、令和2年 4月 1日以後に
開始する事業年度等から、大法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、決算書や勘定科目内訳明細書などの添
付書類も含めて、e‐Taxにより提出しなければならないこととされました。

国税庁においては、大法人のe―Taxの義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環
境整備を順次実施 しています。

■ 対象税目 。手続は ?
法人税及び地アj法人税並びに消費税及び地アj消費税の確定申告書等の提出

■ 大法人とは ?

法人税等
① 内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が 1億円

を超える法人

② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

消費税等
○ 上記「法人税等」で定義された大法人
② 国、地方公共団体

くe―Taxの琴uttIEついて >
e…Taxは、オフィス、税理士事務所からインターネットを利用して、法人税や消費税等の申告・納付ができます。
なお、税理士等が納税者の依頼を受けてe―Taxにより申告書等を送信する場合には、納税者本人の電子署名の付

与及び電子証明書の添付は惑要ありません。e―Taxをぜひご利用ください。
詳しい情報は、e―Taxホームページ (www.e‐協x.nぬ`ac.ID)をご覧ください。

ダ

ぬ 国税庁 法人番号7000012050002 2019,S
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令和元 年度 (2019年度 )税務 職 員募集

Pガ虎 りr肋♂ざP?じ′α′ねど～ノム`平な°世の申をぞげる、忘～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペ シャリス トとして法律・経

済 。会計等の専門知識を駆使 して適正な課税を維持 し、また、租税収入を確保する

ための事務を行います。

◇ 受 験 資 格 1 平成 31年 4月 1日 において高等学校又は中等教育学校を卒業 した

日の翌日から起算 して 3年を経過 していない者及び令和 2年 3月 ま

でに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

2 人事院が上記 1に掲げる者に準ずると認める者

]申 込方法

インターネット申込み

人事院ホームページ上の申込専用ア ドレスを御利用 ください。

[http://wwW.jitti… shiken.gojpttuken.html]

2 受付期間

令和元年 6月 17日 (月 )9時 ～ 令和元年 6月 26日 (水 )

[受信有効]

3 受験案内交付期間

令和元年 5月 7日 (火)～ 令和元年 6月 26日 (水 )

9時 ～ 17時 (土曜日及び日曜日を除く。)

4 受験案内交付場所

東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局 (所 )

(注 )人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

[http://wwW.ji可 i.gottp/saiyo/saiyo.htm]

◇ 申 込 手 続

◇ 試 験 日 第 1次試験

第 2次試験

令和元年 9月 1日 (日 )

令和元年 10月 9日 (水)～ 令和元年 10月 18日 (金 )

のうち指定された日時

(注)詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係 (電話 (03)3542-211]

内線 2163)ま でお尋ね ください。
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軽減税率制度 (複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数

税率対応 レジの導入、受発注システムの改修、請求書等の作成に係るシステムの改修等を行
う際

儀)に
、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。

(注 )リ ースによる導入も補助対象となるものがあります。

○ 軽減税率対策補助金の3つの申請類型

兼 ]ξ熱 鍛
蜜泳譲修轍

婁

レジや券売機を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に
対応するためのレジや券売機の新規導入や、既存のレジや券売機の改修を支援します。

① 導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合 :4/5
② 導入費用が3万円以上の場合 :3/4
③ タブレット等の汎用機器 :1/2
レジまたは券売機 1台当たり20万円。さらに、新たに商品マスタの設定や機器設置に費用
を要する場合は、 1台当たり20万円を加算。複数台を導入する場合は、 1事業者当たり
200万円を上限。

レジ本体、券売機、レジ付属機器、機器設置に要する経費、商品マスタの設定費用 (注 )

基本的には、申請書数枚と証拠書類で申請が可能です。また、申請者自身による申請に加え、
一部のメーカー、販売店、ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用が可能。

2019年 12月 16日 までに交付申請書を提出
※2019年 9月 30日 までにレジの導入・改修を終え、支払を完了したものが対象となる。

(注)(これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきたが、)レ ジや券売機の設置後に
軽減税率対象商品を含む商品マスタの設定を行う場合でも補助金の対象となる。

補助率

補助額上限

補助対象

申請手続

申請期限

電子的な受発注システム(EDI/EOS等 )を利用して軽減税率対象商品を取引している
事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修・入替えを支援します。

3/4 ※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスは 1/2を補助対
象経費とし、これに補助率3/4を乗じるものとする。

① 刑＼売事業者等の発注システムの場合 :1,000万 円
② 卸売事業者等の受注システムの場合 :150万円
③ 発注システム・受注システム両方の場合 :1,000万 円
(注 )ただし、① o ② o ③全てにおいて、八―ドウエア(汎用機器)の総額の上限は 10万円。

電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、現在利用している電子的受発注
システムから複数税率に対応したシステムヘの入替え、電子的受発注システムに必須と
なる商品マスタ、発注・購買管理、受発注管理及び区分記載請求書等保存方式に対応す
るために行う請求書管理機能のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替え (注 )

※受発注管理・請求書管理とともに在庫管理、財務会計など補助対象外の機能が一体となったパッ
ケージソフトやサービスについては、電子的受発注システムの機能を含むものであれば、購入
費用の1/2相当額が支援対象となる。

専門知識を必要とする改修のため、申請者に代わつて、あらかじめ事務局が指定したシ
ステムベンダーなどが、原則「代理申請」を行う。

① システム改修等の場合 :2019年 6月 28日 までに交付申請書を提出。
交付決定を受けた後、2019年 9月 30日 までに受発注システムの改修 。入替えと

支払を完了。2019年 12月 16日 までに事業完了報告書を提出。
② パッケージ製品・サービスを自ら購入した場合 :2019年 12月 16日 までに交付

申請書を提出(2019年 9月 30日までに受発注システムの導入を終え、支払を完了し
たものが対象となる。)

補助額上限

申請サポート等

申請期限

補助対象

補助率
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事業者間取引における請求書等の作成に係る対応 (「区分記載請求書等保存方式」への対応)

のため、これに対応するシステム (請求書管理システム)の改修・導入、パッケージ製品・事務

機器の導入等に要する経費を補助します。

3/4
※ 補助対象範囲外の機能を
含各パッケージ製品・サー
ビスは1/2を補助対象経
費とし、これに補助率3/
4を乗じるものとする。

※ 物品費は、補助率を 1/
2とする。

中小企業・小規模事業者等
が自ら購入 し導入を行う場
合

3/4
※ 補助対象範囲外の機能を
含むパッケージ製品・サー
ビスは1/2を補助対象経
費とし、これに補助率3/
4を乗じるものとする。

※ 物品費は、補助率を 1/
2と する。

3/4

指定事業者が改修 。導入を

行う場合
事務機器の改修・導入を

]事業者あたり 150万円

行う場合

申請サポート等

補助率

補助上限

申請期限

概要

補助対象

<導入の場合>
・事務機器費の 1セ ット

あたりの上限 20万円
。導入経費 1セ ットあた
りの上限 20万円

<改修の場合>
・経費 ]セ ットあたりの
上限 20万円

区分記載請求書等保存方
式に対応した請求書等の
発行機能のある事務機器
の改修・導入に係る費用
<導入の場合>
事務機器費、導入する

経費
<改修の場合>
改修する経費

※ 請求書発行とともに財務管理、在庫管理や財務会計など補
助対象外の機能が入つたパッケージ製品・サービスについて
は、請球書管理システムの機能を含むものであれば、購入費
用の1/2相当額が支援対象となる。

2019年 12月 16日までに交付申請書を提出
※ 2019年 9月 30日 までに請求書管理システムの改修・導入を終え、支払を完了し
たものが対象となる。

本人申請

代理申請協力店による代
理申請又は指定リース事
業者による共同申請 (必
須)

指定事業者による代理申
請 (必須)

軽減税率対策補助金等の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。

URL http://kzt―httOup

0120-398-1]]【 受付時間】9:00～ 17:00(土 日祝除く)

0570-081-222【 受付時間】9:00～ 17:00(土 日祝除く)

フリーダイヤル

専用ダイヤル

軽減税率対策補助金等に関するお闘含せ先
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中央都税事務所からのお知らせ

固定資産税・都市計画税 (23区内)の納税通知書は、6月 3日 (月 )に発送します。

なお、郵便局の酉E達状況により、発送からお手元に届くまで 1週間程度かかる場合がとざいます。

<納期限>令和元 (2019)年 7月 1日 (月 )

<ご利用になれる納付方法>
① 金融機関

※1'郵
便局・都税事務所・都税支所 。支庁の窓口

② 回座振替
※2

① コンビニエンスストア
※3

く利用可能なコンビニエンスストア>
くらし八ウス/コミュニティ・ストア/ス リーエイト/生活彩家/セブンーイレブン/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキ

デイリーストア/フ ァミリーマート/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキスペシャルパートナーショップ/ヤマザキデイリー

ストアー/□―ソン/MMK設置店 (コ ンビニ収外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。)

8 寅秒督プ次彗畳厚夕要勢撃傘哲〆万と】夢?分二Y話考
ンターネットバンキング、モバイルバンキング※4

インターネットの専用サイト (都税クレジットカードお支払サイ ト)にアクセスし、クレジットカー ドにより納付

することができます (税額に応じた決済手数料がかかります。)。

詳しくは、都税クレジットカードお支払サイトをご覧ください。

一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。

お申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進課 (03‐3252‐ 0955 平日9時～ 17時 )へお問い合わせください。

納付書 1枚あたりの合計金額が 30万円までの納付書 (バーコー ドがあるもの)に限ります。

0 9蠍 (ペイジーマーク)の入つている都税の納付書に限ります。

○ 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはヨンビニエンスス トアでご納付ください。なる、

都では独自に「都税納税確認書」を発行しておりますので、ご希望の方は各都税事務所までご連絡ください。

○ 新規にインターネツトバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申込みが必要です。

○ システムの保守点検作業のため、一時的にご利用できない場合があります。

固定資産税・都市計画税の納税には、安心・便利な口座振替をご利用 ください。
20¬ 9年 4月 1日からWeb□座振替申込受付サービスがスタートとなり、□座振替の申込みがさらに便利になりました。

主税局HPの専用サイトから必要事項を入力することでお手続きできます。詳しくは専用サイトを乙確認ください。

Web□座振替申込受付サービス以外による申込みも可能です。□座振替依頼書が必要な方は、主税局日Pか らダウンロー

ドしていただくか下記お問合せ先まで乙連絡ください。

く□座振替の問合せ先>主税局徴収部納税推進課 (03-3252-0955 平 日 9時～ 17時 )

１

２

３

４

※

※

※

※

I

凰 不党知識が身につく !

法人会では、税務に関する講演会はじめ、一流の講師による最新の経営情報を提

供しております。また、経理担当の方に対 して税法をさらに一歩掘り下げた専門的
な講座なども実施しています。

週 人脈が広がる !

会員の皆様の異業種間の交流を図る懇親交流会等の企画を通 じて、相互の親陸を

図ることを目的としています。また、若手経営者を中心とする青年部会、女性経営

者を中心とする女性部会独自の研修会や、バスツアー等様々な企画をご用意してお

ります。

E 福利厚生制度の充実 !

経営者大型保障制度は、経営者や従業員の病気・事故による死亡・高度障害など

を保障し、企業を守り、事業が滞りなく継続できるよう設計された法人会独自の保

険制度です。他にもがん保険制度、特定退職金共済制度などの割安な保険を設けて

います。また、ラフォーレ倶楽部、四季倶楽部など多くの宿泊施設を割安で利用で

きる特典等もあります。

0お問い合わせ  TEL:03-3523-2030
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嘔 オレオレ韓の壱～2 オレオレ韓の劃～

9

オレだけど、

実家にミカン

送つたよ !

もう届いたかな

◇他愛もない話から

アナタを信用させて

お金を巧妙にだまし取る !

後日、本当の息子と連絡を取り、

被害に遭つていた事に気付く…

ニセ息子

"、

ぞ

実は、

いけないんだ。

事故を起こして

示談金を

払わないと

OOデバートの者です。

アナタのクレジットカー

不正利用されています。

ドが

至急、口座を止めます。

銀行員が自宅に行きますので、

カードをお預けください。

0銀行員の姿に扮した犯人が、

アナタの家を訪間します。

キャッシュカー ドを受け取

り、その後、全額引きおろ

されることに…

ど

“

|

3ロミ肝分後

4 還  付占津

0電話で、犯人の指示に従い操作

していると、気が付しヽた時には、

アナタの□座のお金が、ぢE人の

□座に移動している…

医療費 (税金)の還付があります。

指定するATMにすぐに向かつて

指示通りに捜査してください。

ニセ区役所職員
ATM

ビ

器 空 請 求

0コンビエレジで指定された金額分の電子マネーを購入。

購入したカードの番号を犯人に伝えると、アナタの購入

したカードの金額分が犯人の元へ…

3
特

まだと、

―を

サイ ト利用の未納料金が

発生しています。このま

法的措置に移行します。

至急、ヨンビニに向かい、

こちらが指定する電子マネ

購入してください。

～特殊詐欺の対策～
0電話の相手が誰でも、電話上でお金・カー ドの話が

出てきたら「詐欺だ !Jと疑うこと !

0留守番電話機能の活用・自動通話録音機の設置

※犯人 |よ、自分の声を留守電に残したり、録音される

ことを嫌います。

き為
かって

S...

築地警察署 03-3543=0110
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法人会会員企業の皆様の為の福利厚生施設

方法があります。

伊豆マリオットホテル修善寺

静岡県伊豆市大平iS29

(0558・ 72・ 2011

閣鶴躍回口賜囲田田

審室 ′費

128室 (276名 収容)

審室

スーペリアルーム (2～ 3名用)/不日室 (2～4名用)/禾日洋室 (2～

4名 用)/ス ーペリアルーム (温泉付)(2名 用)/デ ラックス

ルーム(温泉露天風呂付 )(2～ 3名用)/プレミアルーム(温泉

露天風呂付)(2～4名用)/ドッグフレンドリールームや～3名用)

/ジュニアスイート(盗 名用)/エグゼクティブスイート(2名用)

宿泊41金

◎素泊まり:5,000円 ～ ◎ 1泊朝食付 :大人 8,850円 ～

◎ 1,白 2食付 〔大人 16,000円 ～僻食)

交通

東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗 り換え修

善寺駅下車、送迎バス約 25分 。

長野県北佐久調岳軽井沢町長倉4389
0ヽ267‐ 44‐4489

閣口田囲田

容室数
142室 鬱98名収容)

害室
スーペリアルーム(ρ 名用)/和室(2～ 3名用)/プレミアルーム

(温泉ビューバス付・温泉露天風呂付)12～ 4名用)/ドッグ

対応コテージ(2名用)/ジ ュニアスイート(2～ 5名用)/エ グ

ゼクティブスイート(2～5名用)

宿泊料金

◎素泊まり:5,000円 ～③l泊朝食付:大入8,850円～

◎1泊2食付 :大入 16,000円 ～(セットメニュ )

交通
北陸新幹線・軽井沢駅下草、タクシーまたは送迎車 (要予

約)約 15分。または、しなの鉄道。中軽井沢駅下草、タク

シーまたは送迎車(要予約)約 5分。

薦紀白浜マリオブト本テル
和歌山県西牟婁瑠[白 浜町2428
(0739‐ 43‐7000

駆ロロ田囲田田

富士マリオットホテル山中湖

山梨県南都留郡出中湖村平野12561
tOSSS‐ 6S‐ 671ヽ

困鰯口田

==1主105空 (220名 収容)

::f主

スーベリアルーム(2～4名用)/和 宝(9～ 4名用)/和 洋室(2～ 4

名用)/プレミアルーム(温泉付)(2～3名用)/エグゼクティブ

スイート(2名用)

イ::llll「

◎素泊まり:5,000円 ～

◎1,白朝食付 :大人 8,850円～

◎1,自 2食付 :大 入 16,000円 ～(洋食)

■■

新宿より中央高速バスにて約135分、山中湖ターミナル(旭

日丘)停留所下車。旭日丘より送迎バス約16分 (要 予約)。

滋賀県守山市今浜町十軒家2876
0ヽ77‐ S8S・ 6300

閣鶴目圃口田囲田田

客室数
274室 (598名 収容)

客室
スーペリアルーム(2～3名用)/不日室(2～4名用)/デラックス

ルーム鬱～3名用)/プレミアルーム(温泉付・温泉ビューバス

付)(2～ 3名用)/ジュニアスイート(2名 用)/エ グゼクティジ

スイート(2名 用)

宿泊料金

◎素泊まり:5,000円 ～

◎1泊朝食付 :大人 8,850円 ～

◎1泊 2食付 :大 人 16,000円 ～(洋食)

交通
」R琵琶湖線・守山駅下車、路線バス約40分 またはJR湖

西線・堅田駅よリタクシーまたは、送迎バス約15分。

コートヤード・アヽイ・マリオット自罵
長野県北安曇郡白馬村北

'ナ

党2987

(0261‐ 7S‐5489

,▲ムを与うt事し

ラフオーレ倶楽部
軽井沢マリオットホテル

コートヤード・バイ・マリオット自馬
(1日 :ラ フォーレ倶楽部ホテル白馬八方)

※2018/12リ ブランドオープン

王ヾ・レ蔵限劾リジ．ラフォーレ倶楽部は、企業 ,法人が契約する法人会員制倶楽部。 富士マリオットホテル山中湖

会員企業の社員の方は、メンバー料金でホテルを利用できます。
琵琶湖マリオットホテル

また、個人での利用のほか、企業の研修や会議、セミナーやイベ
南紀白浜マリオットホテル

ント等の法人単位の団体利用も可能です。リジートにおける

豊かな自然環境と充実したホテル設備を利用した様々な利用
ゝ

伊豆マリオットホテル修善寺
ホテルラフォーレ修善寺
ラフォーレ修善寺&カ ントリークラブ

ラフォーレ那須

ラフォーレ&
松尾ゴルフ倶楽部

箱根強羅 湯の 1霊

,1東温泉湯の庭

4日 :ラフォーレ倶楽郎ホテル白馬八方)

※201.8/12リブランドオープン 閣田囲田

―
ミ害窪数

182室 (380名 収容)

審室
スーペリアルーム(2～3名用)/和室(2～4名用)/和洋室(2～ 5

名用)/デラックスルーム(2名用)/プレミアルーム(温泉ビュー

バス付)(2～ 3名用)/ジュニアスイート(2名用)/エグゼクティブ

スイート(2名用)

宿泊料金

◎素泊まり:5,000円 ～

◎1,白朝食付 :大人 8,850円～

◎1,自 2食付 :大 入 16,000円～l洋食不口食)

交通

京都,新大阪'天 王寺よりJR特急にて紀勢本線・白浜駅下車、

タクシー約10分。または、南紀白浜空港よ!リタクシー約7分。

襄室数

72室 (294名 収容)

審室

温泉付プレミアルーム(3～4名用)/和洋室デラックス14～5

名用)/デラックスルーム(2名用)/和洋室スーペリア(3～ 4名

用)/スーペリアルーム(2名用)

宿泊料金

◎素泊まり:5,000円 ～

◎1泊朝食付 :大人 8,300円～

◎1,自 2食付 :大入 13,250円 ～(グリ,レ セットメニュ )

交通
」R大糸線 (新宿より直通あり)。 白馬駅下車、タクシー約
10分。または、北陸新幹線・長野駅より特急バスにて白

馬駅下車、タクシー約10分。

●

慕

デラックスルーム

ヽ

ヽ

【

■プレミアルー/、

F臨考|

| =
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●利用対象者

法人会会員企業の役員・従業員とその家族。

0予約開始日

ご予約は利用日の4か月前の月の1日 9:00から、

ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部は3か月前の月の1日 9:00から。

※トップシーズンは予約方法 .予 約開始日が異なります。

●予約方法

I電話】各ホテル・ゴルフ場へ電話

電話予約の際には、「法人会員No 20052」 ,「法大会員名(―社)

東京法人会連合会卜所属法人会番号(2桁 )・ 企業名・利用される方
のお名前、連絡先等を申し出てください。

【WEBIWWW.laforet.co.ip/tOhOren/

「法人会員No 20052J「 法人パスワード20052cc」「所属法人会番号05京橋J

※初回予約時には利用者登録が必要です。

●利用当日

フロントで企業名を確認いたしますので、健康保険証など企業名を明らかに

できるものをご持参ください。

●キャンセル料

利用日の前週同曜日の17:00以降キャンセル料が発生します。

※団体利用、トップシーズンの利用はキャンセル料発生日が異なります。ご予約の際にご確認ください。

※マリオットホテルおよびコートヤード ア`イ,マ リオット白馬 fよテェックインの際、デポジットとしてクレジットカード

のプリントまたは現金をお預かt'さ せていただきます。また、ラフォーレ倶楽部会員料金でど利用の場合

MarnOtt BOnvoソ■M会員特典の対象外となります。※掲載の料金は、定員利用時1名様あたりのサービス料を

含む料金で、別途消費税および入湯税 (松尾を除く)を 申し受けます。※ホテル 日程により1泊 2食付のご予

約に限らせていただく場合がどざいます。※シーズンごとに各種ブランをご用意いたします。詳しくはラフォーレ

倶楽部WEBサ イトをご覧ください。※写真はイメージです。※掲載の内容は2019年 3月 時点のものです。

温泉    ゴルフ   テニス   プール   体青館  フィ外ネスセンター 岩盤浴
陽田

日

団

田

隔

園

□

田

駆 目

田 囲

ラフォーレ倶楽ヨB

箱根強羅 湯の棲

客室数

44室 (178名 収容)

審室

和室 14名 用)/和洋室 修～6名 用)/プ レミアルーム (温泉

付・温泉露天風 呂付・温泉露天風呂付ドッグルーム)修 ～

6名用)

宿泊料 金

◎素泊まり:6,000円 ～

◎1,白朝食付 :大 人 8,500円 ～

◎1泊 2食付 :大 人 17,500円 ～舒Πフレンチ)

交通

東海道新幹線または小田急率,泉・ント田原駅より箱根登山

鉄道に乗り換え強羅駅下車。強羅駅よリケーブルカーに

乗り換え中強羅駅 (右手)下車、徒歩約5分。

スパ  フラネタリウム カラオケ   宴会場  研修 会議宣 ブライダル

リゾートホテJレ

ラフオーレ】厨須

書室数

118室 (470名 収容)

薯室

洋室 (2名用)/和室 (4名用)/和 洋室 (4名用)/コ テージ(6～7

名用)/デラックスルーム (2名用)/ド ッグヨテージ(4～ 7名用)

4首 1由 |1金

◎素泊まり:4,200円 ～

◎ 1泊朝食付 :大 人 6,700円～

◎ 1,自 2食付 :大 人 11,300円 ～ m洋コース)

交通

東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バス約 30分 (要 予

約 )。

栃木県那須郡那須町湯本206959
tOを】87‐ 76‐3489

困団口囲田

神奈川県足標下郡箱根町強羅1320
(0460‐ 86‐ 1489

困囲田

F声
‐●●r il

千千‐   1
凛

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭

静岡県伊東市猪戸231
(0557‐ 32‐ 5489

|!

||

||

||

il

l十

‖
1

ホテザレラフォーレ修善寺

141111贅

212室 (1,212名収容)

十11ギ

デラックスルーム(23名用)/特房」室(D名用)/センターハウス

(4～6名用)/コテージ(2～ 12名用)/ドッグコテージ(4～ 5名 用)

/山紫水明(3～ 5名用)

盛;|れ よ11■

◎素泊まり:4,200円 ～

◎1,自朝食付 :大人 6,700円～

◎1,自 2食付 :大入 11,300円 ～(セミフンフエ係口食1)

■:上

東海道新幹線・三島駅よリイヂ豆箱根鉄道に乗り換え修

善寺駅下車、送迎バス約25分 。

鱒    
「 「

・

ラフォーレ&松尾ゴ,レフ倶楽部

静岡県伊豆市大平1529

t0558‐ 74‐5489

困田鶴圃囲囲田皿

千葉県出武市松尾町八囲1563
0ヽ479‐86‐ 6400

困囲田

客ユ教

84室 (360名 収容)

生■

和室(2～3名用)/和室ベッドスタイル(2～3名用)/プレミア
ルーム(温泉付)は～5名用)

篠漁癬傘

◎素泊まり:4,200円 ～

◎1,自朝食付 :大 入 6,700円～

◎1泊 2食付 :大 人 13,500円～m食 )

賓)と

東海道新幹線・熱海駅より伊東線に乗り換え伊東駅下

車、徒歩約8分。(東京より直通JR特急W涌り子」号あり)

ラフォーレ修善寺&カントリークラブ
静岡県伊豆市大平1529
0ヽ558‐74‐5489

∃―ス

18ホ ール/パー72/6,201ヤ ード

付帯施設
ヨルフ練習場/パッティング練習場/アプローチ練習場
ゴルフプレイ料金

1ラ ウンド(セルフプレイ)/1名様

平日:5,000円  土曜:11,000円

日曜・祝日'12/31～ 1/3:9,000円

交通

東名高速・沼,幸ICまたは新東名高速・長泉沼津 Cより約
37km。

重露―ス

18ホール/パー72/6,661ヤード

付帯施設
コルフ練習場
ゴルフプレイ料金
1ラ ウンド(セルフプレイ)/1名様

平日:7,000円

土曜・日曜・祝日:13,500円

交通

千葉東金道路・松尾横芝 Cより約0 8km。

ラフォーレ倶楽部内のスポーツ・レジャー施設

Er科 ,・ .

…
抑卸BI.

‖「 !

※掲載の料金のほかに、別途消費税および ,ラウンドあたり
=]ル

フ場利用

税 (800円 )コ ルフ振興基金 (50円 )を申し受けます。

※ln/311よ 特別料金、1/11よ クローズとなります。

※掲載の料金のほかに、別途消費税および 1ラ ウンドあたリコルフ場利用

税 (900円 )を申し受けます。
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■研修会予定           ★すべての説明会・セミナーは、会員・一般を問わず参加できます

ただし、定員の都合もございますので事前にご確認ください。京橋法人会 事務局 電話 03-3523-2030

*新設、決算法人説明会はホームページ左上の「研修会・セミナー予定表Jに掲載します。

目墓監

法▲をょぅtギじ

項  目 時 間 場 所

新設法人説明会/消費税軽減税率説明会 6月 4日 (火) 午後1時30分～4時40分 京橋税務署(大手町仮庁舎)

決算法人説明会/消費税軽減税率説明会 6月 6日 (木) 午後1時30分～4時20分 京橋税務署(大手町仮庁舎)

軽減税率制度説明会 6月 13日 (木) 午前10時00分～10時40分 京 橋 法 人 会 館

軽減税率制度説明会 6月 13日 (木) 午後2時00分～2時40分 京 橋 法 人 会 館

決算法人説明会/消費税軽減税率説明会 7月 4日 (木) 年後1時30分～4時20分 京橋税務署 (大手町仮庁舎)

特別説明会『交際費』 7月 24日 (水) 年後刊時30分～4時00分 日 本 印 刷 会 館

新設法人説明会/消費税軽減税率説明会 8月 2日 (金 ) 午後1時30分～4時40分 京橋税務署(大手町仮庁合)

決算法人説明会/消費税軽減税率説明会 8月 6日 (火 ) 年後1時30分～4時20分 京橋税務署 (大手日」仮庁舎)

特別説明会『自己株式』 8月 21日 (水 ) 午後1時30分～4時00分 日 本 印 刷 会 館

検 索

箭A会員無樹PRページのお畑らせ

週募集要項

新入会員の皆様を対象に、会員間の交流を主な目的として、当紙面で貴社を紹介させて頂 くページを設置

致 します。掲載をご希望される方は、当会ホームページの募集要項をご確認の上メールにてお申込み頂きま

す様、お願い申し上げます。

困募集規定
。当会に入会 してから約 1年以内の会員限定です。

・締切は会報発行日の lヶ 月前までとさせていただきます。

,

路
01●

(汗ジ

●
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〕

,

Ｏ
ｉ

ｔ

ご廊感お待ちして

おりますrf

お知らせ

定員 51人 (3人掛)

詳組は当会ホームページにて !

【会員】

午前 :4,000円 午後 :5,000円

終日 :8,000円

【一般】

午前 :4,500円 午後 :6,000円

終日 :10,000円

2

7こ
＝

ｕ
事
Ｔ 用料

”

”

一削
後

年

午金
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当会では、税務知識の普及、地域企業の発展、地域社会への貢献を柱 と

した公益 目的事業のよリー層の拡大、充実を図るべ く、「公益 目的事業の

ための寄附金 (一般寄附金)Jの募金をお願いしてお ります。

今回、ご寄付を賜 りました皆様に、あらためまして心か らの御礼を中し

上げます。

お寄せいただきました寄附金は、当会の規程に則 り、適正に使用させて

いただき、公益社団法人 としての使命を果たしてまいる所存でございます。

なお、一般寄附金は随時受け付けてお りますので、この募金の趣旨をご

理解いただき、引き続きご支援を賜 りますよう、お願い申し上げます。

一般寄附金をお寄せいただいた方
(平成 31年 4月～受納分)

株式会社 ア ネ シ ス 様

株式会社 三 共 カ メ ラ 様

(公表について同意をいただいた方を掲載しています)

下婚:付金の榊込み・攀合よ諒軽馳詔ダ鷲枠熙 輿輩毘廟 酵建 鈷
｀

【お問合せ】公益社団法人 京橋法人会 事務局 寄附金担当 TEL 03-3523-2030

「一般寄 V財金」御礼 とご報告

貴社の広告を載せま,せんか
―

0広 告 位 置 表紙・裏表紙を除く空スペース
(掲載ページ、位置は事務局一任)

●申 込 方 法 広告申込書に必要事項を記載の上、FAX又は
郵送により申込み

0デザイン等 モノクロ印刷
フォント・レイアウトは事務局一任とする。
校正 1回出し。
※ただし、依頼主が PDFデータ持込みの

場合は受付可能。
●サイズと料金

1枠  縦 約 5cm× 横 約 8cm l回 10,000円
2枠  縦 約 5cm× 横 約 ¬6cm l回 20,000円

縦 約 司Ocm× 横 約 8cm l回 20,000円
※複数回お申込みは、割引制度もあります

0お問合せ 。広告申込書の請求は

TEL 03-3523-2030 事務局 広告担当まで

1本誌の表紙を節る写真.を―

募案してお|り
'ます

■募集要項

住所、氏名、連絡先電話番号を乙記入の上、データを郵送

もしくは、メールにてお送りください。採用された方には

薄謝を差し上げます。

□募集規定

・2Mバイト程度の

デジタルデータ
・京橋管内の風景、
建物、行事等の写真

服応 募 先

公益社団法人 京橋法人会

〒 1040043東京都中央区湊 卜13-1

TELi 03-3523-2030 E― maH:ho」 inkai@kyobashi onjp

`

■ 住所、会社名、代表者名等の変更、または宛名印刷に誤字脱字がありましたら、

お手数ですが、下記ご記入の上、FAXに て当会宛てにお送 り下 さい。

■ 個人情報の取り扱いについて 黄社よりお預かりした個人情報につきましては、本会事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用すること又は第二者へ提供することはございません。

十日

〒

住

会

代

担 当 者 (部 課 )

TEL・ FAX

所

社   名

表  者  名

新

〒

住

会

代

担 当 者 (言Б課 )

TELoFAX

所

社   名

表  者  名

会員番号
【京橋法人会事務局 FAX 03…3523‐2033】

発行人 :後藤優一 発行所 :(公社)京橋法人会 (〒 104-0043中央区湊 113-1)E「 刷所 :∩祐光

TEL:03-3523-2030 FAX:03-3523-2033



公益社団法人 京橋法人会 広報誌 第 494号 令和元年 6月 1日発行 (会員の購読料は会費に含まれていま丸 )

法人会会員企業にお勤めの皆様は、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

これからの医療の進歩を見据え、

「生きるためのがん保険Jを

新しくします。

0通院保障
②三大治療・

先進医療の保障

離髄h
平成£9年版「インシュアランス生命Tお

'1計 =J

(*1)三大治療とは手術、放射線治療、抗がん剤治療・ホルモン剤治療を指します。 (*2)保障の対象となる先進医療は、厚生労働大臣が認める医療

技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)お よび実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応

症・実施する医療機関は随時見直されます。(*3)外見ケア特約を付カロした場合。 (*4)緩不0療養特約を付加した場合。

ヽNEW/
NヽEW/ NヽEW/

あなたの保 障を最 新化女性格有のがんにも手厚し

三大治療 (*1)のための

通院や、所定の通院期間中

(365日以内)の通院を

壽欽態細饉で保障。

議
=::|■

:口呼

がんの主な治療法である

玉黄逢態や、健康保険が

適用されない尭蓮饉嬢件動も

しつかり保障。

0生活の質を
落とさない為のケア

がん治療による鉾毘翰

変で越(*9や、「がん」の痛みを

不□らげるための経靱ケア(*つ

にも備えられます。

I II口Dβ

「生 きる」を創 る。

◎商品の詳ヤ{日 は「契約概要」等をご覧ください。

資料請求はイン
`フ

ーネットでお気軽にどうぞ!奸 孝
.■

cァフラック
東京第二支社 〒160‐ 0023

東京都新宿区西新宿1‐23‐7新宿フアーストウエスト17F

法人会フリーダイヤル 面。0120‐876‐505
※今後の対応は担当の募集代理店が行ないます。

おすすめポイント

生きるための
がん 保 険 生きるための

がん保 険
生きるための
がん保 険

引
受
保
険
会
社 アフラック 法人会 検 索

法人会がん保険制度

ム鞘 銭人会総連合


