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❖研修会のご案内
『役員さんの所得税確定申告実務研修会』
日時 平成29年１月16日
（月）
午後２時
会場 岡崎商工会議所 中ホール
（２階）
『決算法人説明会』
日時 平成29年 ３月中旬
会場 岡崎商工会議所

❖講演会等
『税に関する小学生の作文』表彰式
   日時 平成29年２月26日（日）
会場 岡崎商工会議所 大ホール

❖会議予定
『正副支部長会議』
日時 平成29年２月22日
（水）
予定
会場 岡崎ニューグランドホテル
『理 事 会』
日時 平成29年３月13日
（月）
予定
会場 岡崎商工会議所 大ホール
『理 事 会』
日時 平成29年４月20日
（木）
予定
会場 岡崎市勤労文化センター
『女性部会通常総会』
日時 平成29年５月18日
（木）
予定
会場 岡崎ニューグランドホテル
『青年部会通常総会』
日時 平成29年５月23日
（火）
予定
会場 岡崎ニューグランドホテル
『通 常 総 会』
日時 平成29年５月26日
（金）
予定
会場 岡崎商工会議所 大ホール

新春のごあいさつ

公益社団法人
会

長

大

岡崎法人会

林

市

郎

新しい年を迎えるにあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
旧年中は、会員の皆さまをはじめ関係各位におかれましては、岡崎法人会に対して格別のご支援
と多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
当会が昭和25年12月に発足以来60年を超える歴史を積み重ねる中で、活発な事業活動を展開でき
ますのも、役員の方々はもとより、会員の皆さまの当会に対するご理解と真摯な取り組みのおかげ
であり、ここにあらためて感謝申し上げます。
さて、昨年のわが国経済は、
中国や新興国を中心とする世界経済の減速を背景に輸出の伸び悩み、
インバウンド需要の増勢に鈍化が見られるなど、景気回復の足取りは緩やかにとどまりました。ア
メリカ大統領選挙以降は、円安・株高に向かいましたが、欧州政治の不安定化など、世界経済を下
押しする地政学的なリスクが存在しており、先行きは予断を許さない状況となっています。
地域経済の状況についてみますと、主力の自動車関連において工場火災や熊本地震の影響で操業
停止がみられたほか、
国内需要に盛り上がりを欠くとともに、
輸出も前年を下回りました。加えて、
生産年齢人口減少を背景とする人手不足の問題が多くの業種において企業業績向上の足かせとなる
など、全体としてみると、景気回復の動きは弱いものとなりました。
岡崎市においては、市制100周年を記念して様々なイベントやプロジェクトが展開されるなど、
活気に満ちた１年となりました。また、２月に新東名高速道路の浜松いなさＪＣＴ―豊田東ＪＣＴ
間が開通し、岡崎市東部に岡崎東ＩＣが設置されたことで、今後、企業立地の促進や観光客の増加
などにより、ますますこの地域が活性化していくことが期待されています。
当会の活動につきましては、今年度も本会・青年部会・女性部会・各支部の皆さまには、税知識
の普及・納税意識の高揚に資する事業への積極的な取り組みと、社会貢献活動を重視した事業を継
続して実施していただいており、順調に推移しております。
なかでも岡崎税務署管内租税教育推進協議会が主催する岡崎市内および幸田町内の全小学校の６
年生を対象にした「租税教室」と、
「税に関する小学生の作文」の募集及び優秀作品の表彰につき
ましては、毎年青年部会・女性部会が中心となり重要な役割を担わせていただいております。作文
においては毎年多くの応募があり、27年度では3,713編にものぼり、毎回優秀作品が多く選考等に
おいては大変ご苦労されていると聞いております。また、租税教室の講師につきましても、昨年度
実績以上の派遣を予定しておられ、皆さまのご活躍につきまして心から感謝申し上げます。
当会は昨年４月に愛知県より公益認定をいただき、公益社団法人として新たなスタートを切りま
した。今後におきましては、名実ともに公益性の高い団体となるべくさまざまな事業や活動につき
まして、なにとぞ一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係各位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げ
ますとともに、会員の皆さまのますますのご繁栄とご健勝を心からご祈念申しあげ、年頭のごあい
さつといたします。
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年頭の御挨拶

名古屋国税局

山

下

課税第二部長

俊

彦

平成29年の年頭に当たり、
公益社団法人岡崎法人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、設備投資や生産の増加、住宅投資の持ち直しな
どにより、景気は緩やかに回復を続けております。経済以外の面に目を向けましても、５月に三重
県志摩市でG7伊勢志摩サミットが開催され、日本の原風景ともいえる伊勢志摩地区の豊かな自然
が全世界に発信されたことは大変喜ばしい出来事でした。また、８月にブラジルのリオデジャネイ
ロで開催された第31回夏季オリンピックで、日本が過去最多となる41個のメダルを獲得するなど、
私たちに大きな活力を与えてくれた明るい出来事がありました。
このような中で新しく迎える年が、会員企業の皆様にとって希望の多い充実した年となりますこ
とを祈念いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域
社会の発展に一層の貢献をされますことを御期待申し上げます。
また、行政面では、マイナンバー（社会保障・税番号）制度が導入され、昨年度から本格稼働し
ているところです。このマイナンバー制度は、行政手続の効率化・透明性を高め、国民の皆様の利
便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的に導入されたものであります。
国税庁は法人番号の付番機関であるとともに、個人番号及び法人番号の利活用機関であることか
ら、これまでも国税庁ホームページヘの掲載や各種説明会等における説明など、積極的な制度概要
の周知・広報に取り組んできたところでございます。
貴会の皆様におかれましても、より一層の制度の定着に向け、会報誌やホームページにおける周
知・広報など、引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化、ICT化の急速な進展等により
厳しさを増している状況であります。国税当局といたしましては、調査必要度の高い分野に事務量
を重点的に投下するほか、調査以外の書面照会や説明会なども組み合わせた多様な手法により、納
税者の皆様が自発的に納税義務を履行していただけるよう税務コンプライアンスの向上に取り組む
必要があると考えております。
貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面や会計経理面の質的向上に向けた自主的な取組
を促すことを目的として、
「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、
これを会員企業のみならず一般企業にも配布する取組を実施しておられます。
この取組は、納税者全体の税務コンプライアンスの維持・向上に資するものであり、国税庁の使
命にも合致することから、更なる普及に向けて後押しをさせていただくこととしておりますので、
今後も積極的な取組をよろしくお願いいたします。
また、e-Taxにつきましては、添付書類のイメージデータによる提出などの更なる利便性向上施
策の運用が開始されております。貴会におかれましては、かねてからe-Taxの普及・定着に多大な
ご尽力をいただいており、
皆様のこれまでのご協力に対しまして、
厚くお礼申し上げますとともに、
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
最後になりますが、公益社団法人岡崎法人会の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業
のますますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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新年のごあいさつ

岡崎税務署長

水

野

達

典

平成29年の新春を迎え、公益社団法人岡崎法人会の会員の皆様に謹んで新年のごあいさつを申し
上げます。
会員の皆様には、日頃から税務行政に対しまして、深い御理解と格別の御協力を賜り心から御礼
申し上げます。
さて、岡崎市は、昨年７月に市制施行100周年の節目を迎え、その一環として「赤い糸プロジェ
クト」と銘打った新商品開発や三河最大級の展示会である「ものづくり岡崎フェア2016」など、経
済・観光の振興や活性化を図った数々の記念事業が本年３月まで企画・実施されます。
貴法人会の会員企業におかれましては、その趣旨を理解の上、多数の企業が記念事業に参加し貢
献されていることに敬意を表します。
また、貴法人会は、地域社会に密着した支部活動を通じて、納税道義の高揚や税知識の普及のた
め、多岐にわたる事業活動に取り組まれ、着実に成果をあげておられる皆様の姿を身近で拝見し、
大変心強く感じております。
特に、租税教育活動につきましては、青年部会と女性部会の皆様を中心に、小学校への講師派遣
や「税に関する小学生の作文」の募集活動や優秀な作品の表彰式典を開催されるなど、特徴ある事
業活動を展開され、多くの成果をあげておられます。
貴法人会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層貢献されま
すことを御期待申し上げます。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や経済取引の複雑化・広域化及
び経済社会の国際化・高度情報化の更なる進展により大きく変化しております。
このような状況の中、昨年１月から利用開始された社会保障・税番号制度に基づく個人番号及び
法人番号につきましては、
本年１月から本格的に、
各種申告書や法定調書などへの記載が必要となっ
てまいります。
この制度は、行政手続を効率化し、納税者の皆様の利便性の向上や、公平・公正な社会を実現す
るための社会基盤となるものです。会員の皆様方におかれましては、これまでと同様、社会保障・
税番号制度の定着にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
そして、間もなく所得税等の確定申告の時期を迎えますが、国税庁では、税務署に出向くことな
く、いつでも計算誤りのない確定申告を行うことができるように、国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」やe-Taxといった自宅等からのICTを活用した利便性の高い申告手段の充実
に取り組んでおります。
特に、会員企業の従業員の方々に対して、社内広報紙等を通じて、確定申告の際には、
「確定申
告書等作成コーナー」の利用を周知していただければ幸いに存じます。
結びに当たりまして、公益社団法人岡崎法人会の更なる御発展と会員の皆様の御健勝並びに事業
のますますの御繁栄を祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。
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受

彰

秋の叙勲

旭日双光章

氏
古澤

（敬称略）

名
武雄

法人名
東海光学株式会社

名古屋国税局長表彰受彰者
氏
朝日

（敬称略）

名
啓夫

法人名
朝日工業株式会社

岡崎税務署長表彰受彰者
氏
太田
岡田
鈴木
竹内
吉川

名
健介
教志
康之
文代
正敏

（敬称略、五十音順）

住
所
岡崎市福岡町
岡崎市板屋町
岡崎市八帖北町
岡崎市宮崎町
岡崎市八帖北町

岡崎税務署管内税務協議会長表彰受彰者
氏
名
杉浦 節雄
鈴木 佐吉
鈴木由美子
高橋 貞子
高橋
進
竹内 光博

住
所
岡崎市中岡崎町
岡崎市福岡町
岡崎市矢作町
岡崎市柱町
岡崎市伊賀新町
岡崎市井田町

所 属 団 体 等
公益社団法人岡崎法人会
岡崎間税会
岡崎納税貯蓄組合連合会
公益社団法人岡崎法人会
公益社団法人岡崎法人会
（敬称略、五十音順）

所 属 団 体 等
岡崎間税会
公益社団法人岡崎法人会
岡崎納税貯蓄組合連合会
岡崎税務署管内青色申告会
公益社団法人岡崎法人会
公益社団法人岡崎法人会
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税に関する提言
法人会は「税に関する提言」を国会議員や地方自治体等に行っており、岡崎法人会においては本
年も内田岡崎市長、大須賀幸田町長、衆議院議員の重徳氏・青山氏・中根氏、岡崎商工会議所会頭、
岡崎市六ツ美・岡崎市ぬかた・幸田町の各商工会会長にお届けしました。
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支部役員全体会議
去る10月5日（水）出雲殿岡崎において、岡崎税務署水野
署長、三輪副署長、永田法人第一部門統括官はじめ、大同
生命保険・ＡＩＵ損害保険・アメリカンファミリー生命保
険の幹部の皆様をご来賓にお迎えして開催いたしました。
大林法人会長のあいさつに続いて、水野署長よりごあい
さつを頂戴しました。その後大林会長が議長となり議題に
入りました。中根組織委員長より「会員増強について」説
明があり、続いて各支部役員代表から「支部活動報告及び
今後の活動計画について」発表がありました。
続いて丹羽事業委員長より「税務コンプライアンスの向
上」について、自主点検チェックシートに関するアンケー
ト結果の報告と役員企業への更なる活用の協力依頼があり
ました。
会議終了後、講師に水野岡崎税務署長をお迎えし、
「グロー
バル化と税」と題してご講話をいただきました。

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

第33回法人会全国大会「長崎大会」
平成28年10月20日中部国際空港から長崎空港経由で会場
に向かった。
大会は全国から1,700人を超える参加があり、かなり盛大
であった。
第１部は「地方が生き残るために ～長崎 その歴史
その魅力 その未来～」を演題として長崎総合科学大学教
授ブライアン・バークガフニ氏による記念講演。第２部式
典では「税制改正提言」の報告、青年部会による租税教育
活動の報告後、
「大会宣言」を全員で確認し閉会した。

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

調査部所管法人合同税務研修会
11月7日岡崎ニューグランドホテルにて、岡崎・豊田両法
人会合同の調査部所管法人税務研修会が開催された。はじ
めに名古屋国税局調査部長の中川吉之氏から「国際課税を
めぐる国際的な取組と我が国の対応」と題して講演があり、
引き続き税務研修会では、調査部調査審理課長の寺尾敦郁
氏から「最近の是正事例 ～誤りのない申告のために～」
、
また、名古屋税関業務部原産地調査官の宇野秀吾氏からは
「ＴＰＰ原産地規則」について、詳細資料により解説いた
だいた。
－5－

e−Tax実務研修会
毎年開催しておりますｅ－Ｔａｘ実務研修
会を12月2日岡崎情報開発センターにて、東海
税理士会岡崎支部の税理士3名の方、および岡
崎税務署の職員4名の方にご協力いただき開催
いたしました。
13社17名の会員様にお申し込みいただき、当
日は実際にインターネットに接続してサンプ
ル画面を参照しながら具体的な取り扱い方法
などを研修していただきました。

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

公開講演会
去る12月7日（水）公開講演会が岡崎商工会
議所会館大ホールにて開催されました。
講師に国際ジャーナリスト・ハドソン研究所
首席研究員の日高義樹氏をお招きし、
『アメリ
カ新政権の対日政策とアジアの情勢』と題して
の講演に会員および一般参加者あわせて約110
名の皆さんが聞き入りました。

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

● 事 業 活 動 報 告 ●
10 月 6 日

青連協 ･ 情報交換会

11 月 24 日

女連協 ･ 情報交換会

10 月 19 日

第 1 回法人税実務研修会

11 月 29 日

県連・税制講演会

10 月 30 日

青年部会 ･ ＢＢＱ大会

12 月 1 日

県連・運営研究会

11 月 14 日

第 2 回法人税実務研修会

12 月 6 日

決算法人研修会

－6－

第20回 会員親睦ボウリング大会
１１月１１日（金）午後６時３０分からサンボウルにおいて、２８チーム１１２名の
皆さんの参加により、会員親睦ボウリング大会が開催されました。
（敬省略）

始球式 山本厚生副委員長
岩瀬厚生副委員長による始球式

団体戦 優

勝

宗教法人源空寺

団体戦 ２

位

団体戦 ３

位

有限会社テシマ酒店

個人戦 優
男 子 ２
３

勝 織田 武司（（宗）源空寺）
位 若松 友明（（有）柴田数三）
位 富永 健裕（（株）三河屋）

有限会社柴田数三

個人戦 優 勝 野村 栄子 （（宗）源空寺）
女 子 ２ 位 佐久間 悦子（（株）三河屋）
３ 位 水野 美恵子（㈱ﾗｲﾄ･ｴｽﾃｰﾄ）
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❖ 税務署コーナー ❖ ❖ ❖

スマートフォンや
タブレット端末からでも
利用できます。

オンライン請求

※電子署名及び
電子証明書の送信が不要!!

自宅等で
請求データを
作成

自宅等のパソコンやスマートフォン、タブレッ
ト端末で納税証明書請求データを作成します。

窓口で書面により請求する場合と比べ、短い
（請求日当日の受取を指定さ
時間で受け取れます。

税務署窓口で
本人確認後に
受取

れた場合には、多少お時間をいただくことがあります。
）

とても便利な
納税証明書のオンライン請求を
ぜひご利用ください !!
e-Taxを
使った

イータ君

メリット

1

メリット

手数料が
安価です。

2

１税目 1年度
１枚 370円
（通常400円）

窓口での
待ち時間が
短縮できます。

イータックス

詳しい手続は裏面をご覧ください。

－8－
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❖ 税務署コーナー ❖ ❖ ❖

オンライン請求の手順

納税証明書のオンライン請求に当たっては、e-Tax ホームページ
（www.e-tax.nta.go.jp）の e-Tax ソフト（ＷＥＢ版）
または e-Tax ソフト（SP 版）をご利用ください。
代理人による請求データの送信と税務署窓口での受取も可能です。
（代理人による受取には委任状が必要となります。
）

1

自宅等のパソコンやスマートフォン等で納税証明書請求データを作成
e-Tａｘホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）の e-Tａｘソフト（ＷＥＢ版）から作成できます。
メインメニューの「申告・申請・納税」内の〔新規作成〕から、
「納税証明書の交付請求（署名省略分）」
を選択し作成してください。
なお、スマートフォンやタブレット端末をご利用の方は、e-Tａｘソフト（SP 版）から作成できます。

（右のコードからアクセスしてください。www.e-tax.nta.go.jp/sp/index.html）⇒

（注）e-Tａｘを初めてご利用になる場合は、開始届出書をオンラインで作成・提出し、利用者識別番号を取得してください。

2

オンライン請求

画面表示に従い必要事項を入力し、「送信」をクリック（タップ）してください。

（注）請求データの送信に電子署名及び電子証明書の添付が不要です。

3

税務署窓口で本人確認

税務署窓口で本人であることが確認できる本人確認書類（運転免許証など）及び個人に係る請求の場合には番号確
認書類（マイナンバーカードなど）をご提示ください。
代理人による受取には、委任状及び代理人の本人確認書類（運転免許証など）のほか、個人に係る請求の場合に

は本人の番号確認書類（マイナンバーカードなど）の写しが必要です。
なお、本人確認書類の種類により、１枚の提示で足りるものと２枚の提示が必要なものに分かれます。
詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご確認ください。

4

納税証明書の受取

郵送または
電子ファイルで
受け取る場合

e-Tax の
利用可能時間

手数料を納付し、納税証明書を受け取ります。

本人の電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信することで、次の方法により納税証明書を受け取ること
ができます。

（注）e-Tax ソフト（SP 版）では、ご利用になれません。
（注）電子証明書の取得やＩＣカードリーダライタの購入等の事前準備が必要です。
（注）インターネットバンキングや ATM 等からペイジーを利用して手数料（郵送の場合は手数料＋郵送料）を電子納付する必要があります。

①郵送で書面受取（別途郵送料がかかります。）
②e-Tａｘで電子納税証明書（電子ファイル）をダウンロード（ダウンロードした電子ファイルは有効期間内で
あれば何度でもお使いいただけます。）（注）あらかじめ、提出先に電子納税証明書（電子ファイル）の提出が可能か確認してください。

月曜日～金曜日の8時30分～24時（祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。)
5月、
8月、11月の最後の土曜日及び日曜日の8時30分～24時

※利用可能時間については、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合がありますので、事前に e-Tax ホームページでご確認ください。

e-Tax ホームページ

www.e-tax.nta.go.jp

イータックス

検索

利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Tax ソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）など、
e-Tax に関する最新の情報について e-Tax ホームページで詳しくお知らせしておりますのでご覧ください。
e- コクゼイ

e-Tax の操作に関する質問は「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
（TEL.0570-01-5901）へお問い合わせください。
ヘルプデスクの受付時間は、月曜日～金曜日 9 時～ 17 時（祝日等及び 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除きます。）です。
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❖ 税務署コーナー ❖ ❖ ❖

ネ ッ トが便利 申 告・納 税 e -T a x

添付書類の提出が
便利になりました。
イータ君

イメージデータで送信

e-Tax で申告書及び申請・届出書データ（以下「申告書等データ」といいます。
）を送信する際に、
別途、
郵送などで書面により提出する必要があった添付書類について、イメージデータにより送信すること
ができるようになりました。
イメージデータで送信可能な添付書類は、出資関係図や収用証明書などです。イメージデータで
送信可能な具体的な添付書類名や留意事項などの詳細については、e-Tax ホームページ「添付書類
のイメージデータによる提出について」(www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm)
でご確認ください。

1 PDF形式のイメージデータを作成
● 添付書類（書面）のスキャナによる読み込みやパソコンで作成した添付書類（文書データなど）
のファイル形式の変換などにより、PDF 形式のイメージデータを作成します。
● イメージデータ作成時の留意点
・目視により内容の確認ができること
・パスワードを設定していないこと
・白黒で解像度は 200dpi 以下を推奨

2 作成したイメージデータを送信
● 作成したイメージデータの送信方式は、申告書等データと同時に送信する「同時送信方式」及
び申告書等データ送信後に別途、受信通知から追加で送信する「追加送信方式」があります。
● 利用している税務・会計ソフトでイメージデータを送信できない場合は、申告書等データを
e-Tax に送信後、その受信通知から「e-Tax ソフト（WEB 版又は PC 版）」でイメージデー
タを追加送信することができます。

…………………………………

留

意

事

項

…………………………………

申告書、申請・届出書やイメージデータによる送信の対象とならない書類をイメージデータで送信
された場合、法令上、その送信は効力を有しないこととなります。この場合、改めて、電子データ
（XBRL 形式又は XML 形式）の送信又は書面による提出が必要であり、再送信又は書面提出の日
が文書収受日となります。
● 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類 ( 収用証明書、登記事項証
明書など ) は、法定申告期限又は提出した日から原則５年間保存しておく必要があります。
● 税務署で、送信されたイメージデータの内容が確認できない場合には、イメージデータの再送信又
は書面による提出が必要となります。
●

－ 10 －

❖❖

❖ 税務署コーナー ❖ ❖ ❖

財務諸表及び勘定科目内訳明細書データを e-Tax 送信
税務・会計ソフトで作成した法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書データ（以下「財務
諸表等データ」といいます。
）が、e-Tax で受付可能なデータ形式（XBRL 形式又は XML 形式）で
作成されていない場合、別途、郵送などで書面による提出が必要でしたが、国税庁が定めたファイ
ル形式（CSV 形式）のデータであれば、e-Tax で受付可能なデータ形式に変換し、e-Tax に送信す
ることができるようになりました。

1 財務諸表等データのCSVファイルを作成
● 国税庁が定めたファイル形式（CSV 形式）でデータが作成できる税務・会計ソフトを使用して、
財務諸表等データを作成します。

2 CSVファイルを組み込み、
データ変換し、
送信
● 1で作成した CSV ファイルを e-Tax で受付可能なデータ形式に変換できる税務・会計ソフト
に組み込み、データ形式を変換の上、e-Tax に送信します。
● 利用している税務・会計ソフトが e-Tax で受付可能なデータ形式に変換する機能を有していない場合
は、
「e-Tax ソフト（PC 版）」に組み込み、データ形式を変換の上、e-Tax に送信することができます。

…………………………………
●

●

留

意

事

項

…………………………………

財務諸表については、データ変換時に、勘定科目名称が変更される場合があります。
例：
「現金・預金」→「現金及び預金」
作成した CSV ファイルを税務・会計ソフト又は「e-Tax ソフト（PC 版）
」に組み込む場合、デー
タ容量に制限（10MB）があります。

e-Taxの利用可能時間
▶月曜日～金曜日 8時30分～24時(祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。
)

※利用可能時間は、メンテナンス作業などにより変更する場合や、時期により延長する場合があります。e-Tax のご利
用に当たっては、最新の情報を e-Tax ホームページでご確認ください。

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

e-Tax の利用開始の手続、「e-Tax ソフト」及びそのパソコン操作に関するお問合せに電話で対応する専用
窓口です。パソコンなどを起動してお問合せになる画面を表示させてからお電話ください。
なお、申告書などの作成、記載内容などのご相談は、最寄りの税務署へお問合せください。
ｅ

コ

ク

ゼ

イ

０５ ７０- ０１ - ５ ９ ０ １

ナビダイヤル（全国一律市内通話料金）

▶月曜日～金曜日 9時～17時(祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。
)
※税務・会計ソフトに関するご質問については、
各税務・会計ソフト販売会社へお問合せください。
※受付時間は、時期により延長する場合があります。お問合せに当たっては、最新の情報をe-Taxホームページでご確認ください。

● 詳しくは、
e-Taxホームページをご覧ください。
利用開始の手続、e-Tax の推奨環境、
「e-Tax ソフト」
の操作方法及びよくある質問（Q&A）など、e-Tax に関
する最新の情報をお知らせしています。

www.e-tax.nta.go.jp
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イータックス

平成 28 年 4 月

■岡崎市役所
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■岡崎市役所
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■岡崎警察署

岡崎警察署からのお知らせ
●還付金詐欺対策の切り札！振込み限度額を引き下げましょう。
市役所や金融機関の職員を騙って、
「医療費等の還付金がある」などとだまし、
「還付金を受け取る手続き」として ATM を操作させて、知らず知らずに振込み
手続きをさせられてしまうのが、還付金詐欺！
万一に備え、あらかじめ振り込み限度額を引き下げておけば、万一、騙され
てしまっても、被害を最小限に食い止めることができます。

★広がる「振込み限度額ゼロ円設定」
愛知県内全１５の信用金庫では、平成 28 年 12 月 1 日より（岡崎信
用金庫では同年 11 月 1 日より）、還付金詐欺被害を防ぐため、一部の
利用者の ATM での振り込みを制限しています。
対象は、

70 歳以上で、3 年以上 ATM での振り込みをしていない方
です。
詳しくは、各信用金庫の窓口にお問い合わせください。

●鍵の掛け忘れに注意！自転車盗多発！！
岡崎署管内では、自転車盗が多発してます。
６５％(平成 28 年 11 月現在)が無施錠で被害にあっています。
「自転車がない！」と悔しい思いをする前に、自転車から離
れる時は、必ず施錠を確認しましょう。

★施錠設備が丈夫な自転車を購入しましょう！
最近では、一か所施錠するだけで、連動して、二か所施錠できる、丈夫な錠が
取り付けられた自転車が、多数販売しています。
新たに自転車を購入する際は、防犯性能の高い錠がついた自転車を選びまし
ょう。
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■岡崎警察署
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支部活動報告
甲山･城北
10月27日

防犯研修会

講師

岡崎警察署長

山内

和久氏

身近な犯罪から身を守る 安心で安全な生活は自分で守ろう

「犯罪」この言葉をどれだけの人が身
近に感じることができるでしょうか。
連日新聞紙上、テレビニュースを賑わ
す「詐欺」「窃盗」
「強盗」
「殺人」など
の言葉。
それは、被害者になって初めて身近に
感じるというのが実態ではないでしょう
か。しかしそれでは遅すぎます。
信じられないような事件が毎日のよう
に起こり、誰もが被害者にならないとは
限らない現在。岡崎署管内でも近年犯罪
件数は減少傾向ではありますが、昨年は
刑法犯件数が約2,700件（愛知県下ワース
ト7位）と依然として日々多数の犯罪が起きています。そこで「身近な犯罪から身を守る〜安心で
安全な生活は自分で守ろう〜」の演題で去る10月27日午後2時より、りぶら3階会議室にて支部会員
をはじめ地域住民の皆様に数多くご参加して頂き、防犯講演会を開催いたしました。
講師には日頃、犯罪撲滅のために岡崎警察署署員全員の先頭に立っておられる岡崎警察署署長
山内和久警視正をお迎えし、地域における犯罪の実態や防犯対策を警察活動でのエピソードなど、
ユーモアを交えながら語っていただきました。署長のユーモアあふれる語り口調で会場内は笑いに
溢れ、とても和やかな雰囲気の中、1時間30分はあっと云う間に過ぎてしまいました。
講演では、さまざまな犯罪が日々起きている中、特に振込め詐欺や住宅侵入盗などの犯罪が巧妙
化しており、財産被害が急増（愛知県下昨年の詐欺被害総額は約10億円）している為、実際の犯行
例のビデオを見せていただきながら、犯罪に立ち向かう心構えや対処方法（まず確認をする・すぐ
に振り込まない・一人で振り込まない・合言葉を決めておく）などをご教示いただきました。また、
岡崎署管内は、防犯カメラの設置率が低いのですが、地域ぐるみ（家庭・企業・自治体）の防犯意
識の向上により、カメラの設置台数が近年増加し、犯罪抑止や犯人逮捕に繫がっている現状をお話
しいただき、大変参考になりました。
私自身この講演会を通じて犯罪から身を守る「防犯の意識」と「自分の安全な生活は自分で守る」
という心構えを持つことの重要性と、防犯対策を今一度見直し実践しなければならないことを改め
て痛感いたしました。
最後になりますが参加された皆様におかれましては、犯罪抑止のための警察活動の理解や防犯意
識が高まる有意義な講演会であったのではないでしょうか。
城北支部副支部長
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岡田

庄璽

支部活動報告
葵･矢作･岩津
10月28日

葵・矢作・岩津支部合同研修会

「揺れる問題」研修会

10月28日、中部スターツ(株)遠藤様・村上様を講師と
してお招きし、「土地信託」と「熊本地震と免震」につ
きまして研修会を開催いたしました。90名のご参加をい
ただきました。
いつかは誰にでも必ずやってくるのが、相続や事業継
承の問題です。スムーズな相続手続きをするため遺言の
重要性は高まっていますが、土地の相続はなかなか難し
いのが現状です。
将来を見据えた資産活用・相続（継承）の新しいかたちである「土地信託」について、同社が手
掛けられた今までの事例を踏まえながら説明をいただきました。遺言は、一方的一回きりの意思伝
達ですが、土地信託は、引き継ぐ家族への思いやりを残せる手段の一つであると感じました。難し
い内容ですが、手順・流れを追いながらわかりやくご解説いただきました。
「熊本地震と免震」に
ついては、免震建築物の被害状況と地震が建物に与える影響など、事例を画像で示しながら、地震
のメカニズム、如何にして身を守るか等をご説明いただきました。両方、関心が高いテーマであり
ましたので、熱心にお聞きいただきました。
葵支部支部長
岩津
10月19日

岩津ゼミ

講師

岡崎信用金庫営業店支援部資産活用G

松原
田村

広幸
英正氏

相続と遺言の大事な話

岩津商工発展会と、岩津の街の役立つ「岩
津ゼミ」に、岡崎法人会岩津支部も共催致
しました。
開催に当たっては岡崎信用金庫岩津支店
さんの2階会議室を使用させて頂くなど大変
な協力のもと『相続と遺言の大事な話』と
題して岡崎信用金庫営業店支援部資産活用
グループ係長田村英正様による、相続を争
族としないために必要なことのセミナーを
開催しました。
1.現状の把握（財産の一覧表を作成する）
2.遺産分割対策（誰に、何を、どれだけ残すか又納税資金の確保をいかにするか）
も

2つの点について最も大切なのは、
『遺言書』であり揉めない遺言書の作成方法として公正証書遺
言が有効で、遺留分や特別受益が、考慮されているか等の点についても気配りが必要であるなど大
変有意義なセミナーでした。
岩津支部支部長
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中根

義一

支部活動報告
美川･東部
11月8日

AED研修会

心肺蘇生法・AED取扱い実習＆施設見学会

近ごろでは街なかでも見かける機会が多いAED。スポーツ大会
で突然倒れた人をAEDの使用で救命したという話を聞く事も。
AED ってどういう物？誰にでも使えるの？そこで今回、消防署の
職員の方の指導の下、心肺蘇生法とAEDの取扱いを受講。しかし
「胸部圧迫」や「人工呼吸」など説明を受けて頭の中では理解して
も、人形相手に実際に行なうとなるとどうしても遠慮しがち。そこ
は「もっと強く！もっと速く！」と的確な助言を受けながら、
倒れた人発見→AEDによる電気ショッ
クまでを学びました。
そのあと岡崎消防署の特殊車輌、日本に１台しかない全地形対応車（通称レッドサラマンダー）
やマンションなら18階まで伸びるハシゴ車（これは日本に２台しかない）
、愛知県に１台の緊急援
助隊車輌などを見学させていただきました。
いざという時の救命処置はそこに居合わせた人の咄嗟の判断次第である事、そして、火災のみな
らず災害時における消防署の役割をあらためて認識した実習および見学会でした。
美川支部役員 辰巳 百合子
額田
11月13日

ぬかたふるさとまつり

ぬかたふるさとまつりへの出展･税の啓発ツールの配布

11月13日（日）晴天に恵まれたなかぬかたふるさとまつりが開催された。
約5,000人の来場者があり、額田支部役員による出展ブースにおいて税の啓
発のためのポケットティッシュを配布した。

甲山
11月17日

経営者セミナー

講師

岡崎税務署統括官

永田

秀徳氏

税務調査と企業コンプライアンス

この度は「税務調査と企業コンプライアンス」との演題で、岡崎
税務署法人課税第一部門統括国税調査官永田秀徳様にご講演を頂戴
いたしました。90分に亘って、普段私たちが直接接する機会の少な
い事柄について多くのお話をいただけたことは、本当に貴重な経験
をさせていただいたと感じております。
誠にありがとうございました。
さて、セミナー冒頭で永田様より、国税局と税務署における内部
組織の違いや逮捕権の有無といった権限の違いについてご教授いただきました。時折耳にする名称
や事柄ではございましたが、
永田様のご説明によりそれらをすっきりと整理することが出来ました。
また、後半「自主点検チェックシート」活用に向けてのご説明がありました。売上計上の適正性
や領収証の取扱いについてなど、調査官としての視点で丁寧にご解説ただいたこと、また、個別の
事柄を重視するのではなく適正な取扱いがきちんと出来る法人であるかどうかに着目する、とのお
教えを頂いたことは今後の私どもの法人活動の糧となるもので、あらためて「健全な経営」
「正し
い納税」
「社会貢献」という法人会メインテーマに沿った活動に邁進する意を新たにすることが出
来ました。本セミナーに参加させていただいたことに感謝いたします。ありがとうございました。
甲山支部役員 浅田 昌弘
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支部活動報告
矢作
10月7日

AED研修会

心肺蘇生法･AED取扱実習

幸田・額田
10月14日

合同役員研修会

美川･福岡･東部
10月18日

税務研修会

甲山
10月25日

視察研修会

城北･葵
11月15日

税務調査と企業コンプライアンス

知って得する相続事前準備セミナー

岡崎市中央クリーンセンター

AED研修会

心肺蘇生法･AED取扱実習

竜海
10月21日

視察研修会

城北
11月10日

視察研修会

葵
11月18日

－ 19 －

信長と家康の足跡を探る旅

松伯美術館･ならまち等

視察研修会

伊那食品工業･諏訪大社

■■

■ 青年部会コーナー ■ ■ ■

租税教室講師養成研修
10月14日「小学生の租税教室」の講師養成研
修が講師に豊橋税務署池原税務広報広聴官を招
聘して開催されました。青年部会・女性部会の
皆さん15名が参加され、今年度の租税教室に向
けての準備をおこないました。

税務署長講話会
10月28日水野岡崎税務署長様、三輪副署長様、
永田統括官様にご臨席いただき、署長講話会を
開催いたしました。「租税争訟の現状」と題し、
水野署長様から審査請求と訴訟の違いなどあま
り知られていない事柄などを解りやすく解説を
いただき、部会員みな有意義かつ楽しい講話会
となりました。

税務研修会
11月28日岡崎税務署永田統括官様を講師にお
迎えし「税務調査と企業コンプライアンス」と
題して税務研修会が開催されました。
前半の税務調査に関しては企業経営者として
知っておくべきことなどをわかりやすく解説い
ただきました。後半の企業コンプライアンスに
ついては、法人会作成の「自主点検チェックシー
ト」の点検項目や点検内容の概要および活用方
法などを説明いただき、みなさん興味深く聞き
入っていました。

－ 20 －

■■

■ 青年部会コーナー ■ ■ ■

sssss

第30回法人会全国青年の集い（北海道大会）
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9月8・9日、全国青年の集い北海道大会が北海道旭川市で開催され、岡崎からは青年部会長以下7
名で参加してまいりました。北海道ですので寒さ対策もある程度準備していきましたが、例年より
も早い時期に開催されたおかげで半袖で丁度良いくらいの気候でした。
大会では、租税教育活動プレゼンテーションや記念講演など大変見どころが多く、様々な勉強を
させていただきました。
また、物産展は旭川大雪アリーナで開催され、北海道の特産品を扱うブースが所狭しと並び、大
変賑わっていました。全ては回れませんでしたが、海
の幸やトウモロコシなどを十分に堪能することができ
ました。
また、今回この大会を運営された北海道連の皆さん
の対応も大変素晴らしいものでした。私たち正副部会
長も学ぶことが多く、実り多き大会となりました。
今回の事業にご協力いただきました皆様に深く感謝
申し上げます。
交流委員長 高橋 進

青年部会新会員のご紹介（敬称略）

会員名 齋藤

会員名 牧野

登

洋一

法人名 株式会社ベスト不動産鑑定センター

法人名 株式会社東海リビング

所在地 岡崎市伝馬通５丁目68山崎工業ビル２階

所在地 岡崎市大和町牧内57-１

会員名 鬼武

会員名 黒田

慶彦

祥裕

法人名 三州商事株式会社

法人名 有限会社近江屋本舗

所在地 岡崎市明大寺町長泉10-２

所在地 岡崎市矢作町加護畑107

会員名 古澤

会員名 有島

剛

忠

法人名 岡崎信用金庫本店営業部

法人名 株式会社ａ-Ｎｅｔ

所在地 岡崎市菅生町元菅41

所在地 岡崎市日名南町18-５三峯ビル２Ｆ

会員名 丹羽

会員名 塩田

剛歳

篤志

法人名 株式会社丹羽鉄工所

法人名 株式会社塩田電気設備

所在地 岡崎市渡町薬師畔１

所在地 岡崎市上里２丁目３-８
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● 女性部会コーナー ● ● ●
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瀬戸旭法人会女性支部会との情報交換会＆瀬戸蔵ミュージアム

平成28年10月13日（木）
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新東名の緑ふかい山々を抜けて、小一時間で瀬戸に着きました。
両法人会45名。瀬戸旭様の発表では教養研修や移動研修会など活発な活動報告がされました。今年で24回目となる「あなたのひと針を」
の活動は、1,200枚の雑布を公共の施設に寄贈し、行事に参加出来ない会員も協力できて、継続されている事に感銘を受けました。
共通の租税教室の活動については岡崎法人会の表彰作文が披露され、小学生には身近な消費税を通して税の使われ方、社会を支えて
いる仕組みなど、納税の責任を正しく理解するお手伝いが出来ていると実感しました。
場所を移動して交流会を兼ねた昼食時も、会員募集の話題など各テーブルとても和やかに食事もすすみ、重箱や手盆に不揃いな小鉢、
小皿に秋の味覚が彩り良く、抹茶々碗にご飯がつがれて出てきた時には「流石！！」器のあしらいが素敵。
食後は瀬戸蔵ミュージアムを視察見学。館長自らガイドをして下さり、二万年前の土器～近代に至る「瀬戸物の歴史・陶磁器産業の成
り立ち」の説明を受けノベリティや壺を観賞致しました。瀬戸川添いの店先でお買物を楽しみ集合時間ぎりぎりでバスに戻りました。
瀬戸旭法人会女性部会の初代会長様から頂いたお湯呑と瀬戸旭様のお見送りと優しい余韻を残して少し暮れかけた瀬戸の街を後にしま
した。天候にも恵まれて楽しい情報交換会でした。
広報委員 金森晴子
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税を考える週間行事『ウォークラリー』

平成28年11月5日･6日（日）
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税務研修会
「意見交換会」 ＆柴田酒造場酒蔵見学

平成28年11月18日（金）
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秋の午後、本日の目的地柴田酒造場へ出発。錦秋の額田路へ小旅行の気分で。到着後、柴田酒蔵場２階で税務研修会を開催。太田部会
長の挨拶、岡崎税務署水野署長様のご挨拶は自己紹介を兼ねご家族のお話を大変面白くお話しされました。次にいよいよ本題の三輪副署
長様による税務研修会「お酒から税制を考える」という演題で暮らしの中の酒税のお話。近年の税制改革に於ける租税原則は「公平」
「中
立」
「簡素」
「国際的整合性」が考えられています。つまり納税負担に不公平があってはならない、税負担による経済活動に支障を与えない、
納税の手続きはなるべく簡素な制度にする、そして、国際的な整合性を保つという事は各国の税負担率とわが国の税負担率の格差を少な
く保つ事。この事により各国間の摩擦を防ぐ事が出来る。次に酒納税額についてではカロリーオフビールを例として、ビールの税金が高
いのは炭酸ガスを多く含んでいるからだそうです。発砲酒は麦芽比率とアルコール分の割合「度数」により税率が変わり、アルコール分
の少ない程税金が安くなっていきます。味醂・焼酎はアルコール度数が25度あっても税金は安い。ノンアルコールはkg４円、洋酒類にお
いて昔は輸入関税が高かったのであまり売れなかったが昭和61年に開催された東京サミットでイギリスのサッチャー首相が関税の是正を
要求しその後安くなったそうです。このお話をお聞きした時、昔はお土産に高いウイスキーを貰い嬉しかった事を思い出しました。次に
柴田酒造場の奥様よりお酒のお話をお聞きしました。お酒を飲む時はお水を一緒に飲む「和らぎ水」が良い。ダイエットやお肌にも良い
そうです。柴田社長の説明で「利き酒・当て酒」を行いました。利き酒とは酒の良否を鑑定する事で味わうのではなく口に含んで出すと
いう事だそうです。私の場合味わい過ぎて分からなくなしましたが・・・。ハッハッハッです。水野税務署長さまより「きき酒道名人位」
・
「岡崎酒民憲章」を頂きました。柴田酒造場酒蔵見学もあり有意義な「税務研修会」でした。
広報代表副委員長 鈴木由美子

女性部会新会員のご紹介（敬称略）
会員名 角谷

会員名 宮崎

仁子

雅子

法人名 株式会社白井

（ジーエルエイチドット）
法人名 株式会社ＧＬＨ．

所在地 岡崎市板屋町185番地1

所在地 岡崎市昭和町字高畑8番地

会員名 磯原

会員名 浅井

真由美

久代

法人名 株式会社プログレス

法人名 株式会社エクラ

所在地 岡崎市竜美北2-1-8

所在地 岡崎市美合新町19-4
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★新会員の紹介★

平成 28 年 6 月 1 日～ 11 月末日
（順不同・敬称略）

支部名
甲

山

城

北

美

川

福

岡

竜

海

南

部

矢

作

岩津

北

部

法

人

名

株式会社ライズ
株式会社ヤマモト
鈴信縫製株式会社
有限会社林忠兵衛弓具店
株式会社タスク東海
株式会社カクキュー八丁味噌
有限会社四季彩園
株式会社エクラ
有限会社フォレスト
株式会社スカイグラウンド
有限会社太陽不動産
日本ウエス株式会社
学校法人青山学園
株式会社まどか不動産
三合文化産業有限会社
株式会社ＢＯＳＴＯＮ－ＢＡＧ
株式会社角金
株式会社角金建材店
株式会社櫻井
有限会社丸岡産業
株式会社セントラルアーキ
株式会社ＳＤＫ
株式会社アクアフォレスト
株式会社クライン青果
株式会社ファーストコンサルト
デジタルソリューション株式会社
株式会社あんじゅ
カネロク株式会社
岡崎信用金庫城下町支店
有限会社三和プロジェクト
有限会社丸石カッター
ジオミックテクニカル株式会社
有限会社ファーストシステム
アールアンドリュクス株式会社
株式会社ＢＵＤＤＹ ＳＹＳＴＥＭ
サザンフード株式会社
有限会社イナガキ
株式会社ｗｅｂ ｔａｍａｇｏ
株式会社ＧＬＨ．
大倉石材工業有限会社
富山栄光株式会社
みやこ医療株式会社
有限会社やごと石材
株式会社まる正
株式会社杉山製作所
株式会社栗山設備
昭和化成工業株式会社
株式会社アポロン
プロテクト株式会社
株式会社しんこうサポート
斫り柴原株式会社
有限会社レイテック
有限会社デシベル
合同会社かとう
株式会社加藤組不動産
株式会社アトリエプラス
株式会社コアジャパンコーポレィション
御幸不動産株式会社

代表者名

米津 直人
山本 和彦
鈴木
敬
林
稔忠
嶋田 光夫
早川久右衛門
三浦 大助
浅井 久代
森
達也
後藤 雅仁
太田 陽子
内田 哲次
青山 秋男
山本 茂樹
村松 正康
近藤 芳史
神谷
慮
神谷
慮
櫻井 一夫
川上 光秀
本間 秀樹
石川 純也
鷲見 大輔
前寺 幸安
藤岡
晋
兵藤 裕貴
犬塚 克明
鈴木
覚
鈴木 健一
高村 直子
山下 正孝
森下
渉
河本 勝敏
神代 壮一
高見 直樹
佐藤有紀子
稲垣 勝治
寺田 哲也
宮崎 雅子
大倉 啓司
野田 篤文
青木 裕明
位髙 光治
武内
貢
杉山 克也
栗山 茂克
山田 長久
澤海今朝雄
内山 直行
櫻井 和穂
柴原幸一郎
矢澤 栄治
佐々木謙治
加藤菜穂子
稲葉 仁志
菊地 貞次
神谷 則行
近藤 俊英

所

在

地

岡崎市稲熊町７丁目41－116
岡崎市欠町東通29
岡崎市中町栄通39
岡崎市門前町70
岡崎市稲熊町向畑74－７
岡崎市八帖町往還通69
岡崎市日名本町12－３
岡崎市美合新町19－４ ２Ｆ
岡崎市丸山町字カウフク24
岡崎市洞町字鷹野14－20
岡崎市美合町西屋敷95－６
岡崎市大平町欠下90
岡崎市福岡町北西仲９－４
岡崎市緑丘１丁目16－５
岡崎市福岡町北西仲20
岡崎市福岡町岩ヶ崎８
岡崎市久後崎町本郷23－３
岡崎市久後崎町本郷23－３
岡崎市竜美東２丁目２ー６
岡崎市竜美北２丁目１－８
岡崎市東明大寺町11－２
岡崎市南明大寺町12－11
岡崎市竜美中２丁目１－２
岡崎市真宮町８－４
岡崎市竜美大入町２丁目１－17
岡崎市明大寺町出口14
岡崎市明大寺町諸神64
岡崎市明大寺町荒井18
岡崎市上六名２丁目８－８
岡崎市六名１丁目２－５
岡崎市六名南２丁目３－7
岡崎市天白町河原50－１
岡崎市柱３丁目６－８
岡崎市羽根町池脇24－６
岡崎市柱４丁目２－９
岡崎市戸崎町牛転10－91
岡崎市羽根町大池123－２
岡崎市大和町塗御堂11－１
岡崎市昭和町高畑８
岡崎市上佐々木町中切34－３
岡崎市東牧内町甲田45
岡崎市昭和町高畑34－３
岡崎市上佐々木町西勝18－13
岡崎市北野町一番訳14
岡崎市北野町郷裏32－８
岡崎市渡町薬師畔７－１
岡崎市昭和町中屋敷62
岡崎市宇頭町山ノ神58－１
岡崎市舳越町東沖113－１
岡崎市西大友町諏訪７－１
岡崎市滝町新碕194
岡崎市滝町南谷13
岡崎市真伝２丁目１－２
岡崎市岩津町檀ノ上97－１
岡崎市岩津町檀ノ上97－１
岡崎市鴨田南町２－15 １Ｆ
岡崎市寿町13－13
岡崎市上里２丁目５－11
－ 23 －

営

業

内

容

電気工事業
反毛製造業
Ｔシャツ製造直販
弓具販売
水処理施設保守点検修理
食料品の販売
造園業
教育学習支援業
設備設置工事業
建築工事業
不動産業
繊維原料
幼稚園
不動産仲介
人材派遣コンサル
不動産仲介業
建設業
建材卸売業
飲食
野菜等卸売
土地家屋調査
土木業
介護事業
小売（スーパー）
経営コンサルタント
ソフトウェア開発・ＩＴコンサルティング
サービス付高齢者向け住宅事業
介護施設経営
金融業
不動産賃貸
土木工事
ニューミニ専門店
労働者派遣業
中古再生事業
婦人服卸売
介護施設への食事提供
刺繍製品
ｗｅｂ制作
美容業全般
石製品販売
食品卸売業
調剤薬局
石工工事業
小売業
製造業
管工事業
プラスチック加工業
洋菓子販売
建築板金工事
サービス業
斫り業
搬送装置設計施工
舞台音響・施設管理
不動産取引業
不動産取引業
建築業
美容業
不動産管理業

支部名
東

部

六ツ美

幸

田

額

田

法

人

イベン
トで
使い
た
い
商品 も

デジタル製 版・印刷・製本まで自社で一貫生産

刷へ
ヨシノ印

株式会社ヨシノ印刷

CREATIVE COMMUNICATION

〒444-0924 岡崎市八帖北町14－15
電話（0564）24-1218

さい!
ご相談下

その他
ご要望も
お気軽に
ご相談ください！

名

株式会社大久保商店
有限会社ろばた松平
洸栄テクノ株式会社
高田工業有限会社
リートップ株式会社
株式会社松下技研工業
株式会社エヌ・クラフト
株式会社フルショット
株式会社タカテック
三河生花協同組合
有限会社シーアール岡﨑
丸み運送有限会社
株式会社ＫＯＨ建築
株式会社響
株式会社エアウィーヴ
大山工業株式会社
有限会社櫻建設

代表者名

大久保隆志
松平 宜彦
鈴木 洸平
髙田
実
鈴木
博
松下 正吾
林
憲昌
澤野 禎伸
髙橋圭一郎
野沢 康隆
村松
武
田邊 守哉
石川 幸二
杉浦
豪
松田 孝裕
鐘
永英
黒木 鉄司

所

在

地

岡崎市須淵町上切６－１
岡崎市藤川町西小坂27－３
岡崎市藤川台３丁目８－１
岡崎市蓑川町山の田１－７
岡崎市中島町カラムシ１－１ネオシティ岡崎南113
岡崎市下青野町太田川原31－２
岡崎市下青野町太田川原１
岡崎市赤渋町本屋敷17－４
岡崎市上和田町北屋敷９－１
岡崎市土井町地堂１－１
岡崎市在家町宮前20
額田郡幸田町芦谷字狭間17－１
額田郡幸田町菱池字荒子39－１
額田郡幸田町芦谷字畔杭瀬22－12
額田郡幸田町菱池字下田38幸田ロジスティックスセンター
額田郡幸田町深溝字大保田７－１
岡崎市樫山町字井浪17－５

クリ
ア
作り ファイル
たい
！など を
など

ポスターが
作りたい！

ーが
カレンダ
！
作りたい

－ 24 －

営

業

内

容

ガソリンスタンド
飲食業
解体工事
製造業
製造販売
塗装設備設計製作
機械製造販売
小売業
建設
卸売市場
不動産業
運送業
建築業
飲食店経営
マットレスパッド等の製造・販売
廃プラ販売
建設業

名古屋支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15ORE錦二丁目ビル11F
TEL.052-857-2020 FAX.052-857-2320
（受付時間：午前9時から午後5時まで 土・日・祝日・年末年始を除く）
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