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４月の行事予定 ５月の行事予定
17㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

19㈮　広報委員会 18:00　法人会事務局

28㈰　★青年部会わんぱく相撲世田谷区大会 10:00　世田谷区立総合運動場体育館

６月の行事予定
７㈬　第7回通常総会 17:30　駒澤大学記念講堂

　　　会員懇談会 18:45　駒澤大学迎賓館

13㈫　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

15㈭　源泉部会役員会 14:30　玉川税務署

　　　★源泉部会研修会 15:00　玉川税務署

19㈪　女性部会絵はがきｺﾝｸｰﾙ応募資料袋詰め作業 10:00　玉川町会会館

21㈬　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

22㈭　臨時理事会・理事監事研修会 18:00　玉川区民会館

　　　理事監事意見交換会 19:00　玉川区民会館

29㈭　女性部会健康増進ｾﾐﾅｰ 14:00　玉川町会会館

行事予定は3月22日現在のものです

★印は一般の方も参加できる行事です

Vol.182　通巻282号

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

29年４月分の源泉所得税の納付期限

29年２月決算法人の確定申告期限・納付期限

29年８月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

消費税の中間申告期限・納付期限

29年 ５月 10日（水）

29年 ５月 １日（月）

29年 ５月 １日（月）

29年 ５月 １日（月）

29年５月決算法人の第3四半期分、29年８月決算法人の半期分・第2四半期分、29年11月決算法人の第1四半期分

29年５月分の源泉所得税の納付期限

29年３月決算法人の確定申告期限・納付期限

29年９月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

消費税の中間申告期限・納付期限

29年 ６月 12日（月）

29年 ５月 31日（水）

29年 ５月 31日（水）

29年 ５月 31日（水）

29年６月決算法人の第3四半期分、29年９月決算法人の半期分・第2四半期分、29年12月決算法人の第1四半期分

４㈫　第11支部桜祭り準備 12:00　神田屋

５㈬　女性部会役員会 14:00　法人会事務局

　　　公益事業推進委員会 15:00　法人会事務局

６㈭　源泉部会役員会 16:00　玉川税務署

　　　第7支部役員会 18:00　未定

　　　第12支部活動報告会 18:30　貸会議室つがる

７㈮　法人会全国女性ﾌｫｰﾗﾑ鹿児島大会 14:00　城山観光ﾎﾃﾙ
　　　税制委員会 18:30　法人会事務局

10㈪　委員長・部会長会議 18:00　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

11㈫　組織委員会正副委員長会議 17:30　法人会事務局

　　　組織委員会 18:00　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

　　　第9支部全体会議 18:00　ASA用賀

12㈬　第3支部役員会 16:00　フロンティア

　　　第1回総務委員会 18:00　法人会事務局

13㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　★青年部会活動報告・意見交換会 18:30　玉川区民会館

14㈮　第8支部役員会 18:30　未定

　　　第6支部活動報告会 18:30　維新號

16㈰　★第11支部桜新町桜祭り 10:00　未定

17㈪　第10支部役員会 18:00　森建設

　　　青年部会せたがや産業フェスタ実行委員会 19:00　世田谷産業振興公社

18㈫　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

19㈬　正副会長会議 12:00　玉川区民会館

　　　第4回役員推薦委員会 13:00　玉川区民会館

　　　第1回理事会 14:00　玉川区民会館

　　　研修委員会 18:00　法人会事務局

25㈫　第1支部役員会 18:30　井上香料製造所

26㈬　女性部会役員会 10:30　玉川区民会館

　　　女性部会活動報告会 13:30　玉川区民会館

　　　青年部会SKT連絡会議 未  定　未定

27㈭　源泉部会役員会 13:30　玉川税務署

　　　源泉部会活動報告会 14:00　玉川税務署

　　　★源泉部会第1回研修会 15:00　玉川税務署
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日　時　３月23日㈭　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館　４階　集会室

参加者　50名

次　第

１．会長より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．審議事項

　（１）平成29年度事業計画承認について

　（２）平成29年度収支予算承認について

　（３）第７回通常総会開催案内について

　（４）入札審査報告について

　（５）e-Tax看板について

　（６）事業変更届けについて

４．報告事項

　（１）法人会事業報告

　（２）常設委員会、支部・部会報告

　（３）その他

平成28年度  第６回 理事会

満員御礼の60分ランチタイムセミナー

日　時　１月18日㈬　12:00～13:00

場　所　玉川税務署　3Ｆ会議室

参加者　23名

　お昼休みの時間を利用して、経営に役立つ知

識をコンパクトに学べる‥軽食と飲み物付きの

ランチタイムセミナーを開催しました。　　　

　１月18日は、笑顔が素敵な玉川税務署法人担

当木村上席が、以下の３つのテーマをギュ

ギュッとコンパクトに60分で解説してください

ました。 

⑴　消費税軽減税率☆最新情報☆

⑵　マイナンバーの実務処理・ここがポイント◎

⑶　自主点検チェックシートで経営体質を強くし

　　よう！

　おかげさまで、定員を上回る盛況で、「お昼

休みにさっと来られるのがいいですね！」「３

つのテーマは盛り沢山かと思いましたが、短い

時間のおかげでポイントがはっきりわかりまし

た。」と好評でした。

　本来のお仕事でご多用の皆様にも参加しやす

い研修をめざして、研修委員会では引き続きご

提案していきたいと考えています。

（研修委員会　委員長　江口 響子）

研修委員会

理事会・委員会・支部 活動報告

好評の軽食付きセミナーです

挨拶をする木村副署長 第６回理事会の様子
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組織委員会
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第１･２･３支部合同「税務研修会」

日　時　２月23日㈭　18:30～

場　所　奥沢区民センター２階　第２会議室

参加者　31名

講　師　税理士、玉川法人会  監事  久野 豊仁氏

　　　　税理士、東京税理士会租税教育推進部

　　　　　　　　　　　  　　委員  山中 朋文氏

　第１･２･３支部合同で毎年２回開催している

税務研修会が奥沢区民センターにて開催されま

した。

　今回は第１支部の担当で開催され、講師とし

て法人会監事の久野豊仁税理士と、東京税理士

会租税教育推進部委員でもある山中朋文税理士

をお招きして、前半と後半の２部構成でご登壇

頂きました。「インボイス方式で経理処理が変

わる？」というテーマのもと、前半は久野税理

士より、来るべき軽減税率対応に備えて「イン

ボイス方式」とは何なのか、その問題点と心構

えについてプロジェクターを使用しながら非常

に解り易く説明していただきました。初めて聞

かされる意外な真実に参加者全員が食い入るよ

うに聞き入っていたのが印象的でした。途中に

休憩をとったのち、後半は山中税理士によると

てもユニークなクイズ形式の講義で、笑いを交

えながら和やかな雰囲気で進行しました。１時

間30分という限られた時間ではありましたが、

とても充実した研修会となりました。

　研修会終了後は、第１支部会員のお店でもあ

る「アンリーブル」に於いて、第３支部主催の

意見交換会に第２支部の皆さんと共に有志で参

加しました。二人の講師も交え、支部を超えた

会員同士の良き交流の場となり、楽しい会とな

りました。

（第１支部　副支部長　船本 貴一）

第１･２･３支部

第４･５支部合同「税務研修会」

美しい遺産の創り方　～終活とは？～

日　時　２月15日㈬　19:00～

場　所　上野毛まちづくりセンター

参加者　25名

講　師　遺産整理士・遺産鑑定士 上野 貴子先生

　誰もが興味のある内

容だったのか、会場が

一杯になるほどの方た

ちにご参加いただきま

した。

　空家問題から遺産整

理、生前整理そして遺

言状の必要

性や相続税

対策等々、

終活をサポートするプロの方から、残

された家族がいかに揉めないようにす

べきかを教えていただきました。

　ハキハキと明るい口調で語りかける

講師の上野先生のお話に釘づけになっ

た２時間でした。

（第５支部　秋田 満里）

第４･５支部

講師の久野税理士

講師の上野先生

合同で初めて開催の研修会
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新年懇親会

日　時　２月８日㈬　18:00～19:00

場　所　ヴェルテスパ（玉川高島屋6F）

参加者　24名

　２月８日に第６支部の平成29年の懇親会を玉

川高島屋６階のヴェルテスパにて開催しました。

　今年の新年会には初めて参加をされる方も多

く、美味しい料理と合わせて、何時にもまして

名刺交換や歓談なども盛り上がり、今後の法人

会のことなどを頼もしく話し合いました。

　世田谷区議会の湯佐吉宏議員と福田たえみ議

員にも参加していただき世田谷区や玉川地区の

これからのこと等も話し合い、とても有意義な

時間を過ごしました。多くの方々のご参加をい

ただき大変ありがとうございました。

　今年も玉川法人会第６支部は鈴木支部長を先

頭に頑張っていきますのでよろしくお願いします。

（第６支部　広報委員　長崎 多貴子）

第６支部

避難所運営・防災訓練

日　時　２月４日㈯　10:00～

場　所　瀬田中学校

参加者　200名（一般参加含む）

　２月４日㈯ 立春。前日の強風は止み、穏やか

で温かい日差しの中、瀬田中学校において「避

難所運営・防災訓練」が開催されました。瀬田

町会が中心となり玉川法人会第７支部ほか、複

数の団体で運営委員会を組織し、世田谷区およ

び玉川消防署の協力を得て運営にあたりました。

　全員参加の中学１年生と近隣の住民の方々、

総勢約200名が参加し、①AEDの使い方、②マ

ンホール式トイレの使い方、③段ボール素材の

柱と布でプライベート空間の設営を３班に分か

れてローテーションで行いました。

　AEDは実際にどのように使用したら良いのか、

マンホール式トイレとはどのような仕組みに

なっているのか、皆さん真剣な表情で担当者の

説明を聞いて、実体験していました。

　たまたま訓練中に、緊急の呼び出しがあり、

玉川消防署の職員が慌ただしく消防車に乗り込

んで現場へ向かっていくという緊張した場面に

も遭遇しました。

　終了時に生徒さん全員に、第7支部から緊急時

に役立つ折り畳み式の水タンクを配布したとこ

ろ大変好評でした。

（第７支部　支部長　三條 正人）

第７支部

Vol.182　通巻282号

盛況の第６支部新年会の様子

万一の時は僕が救助するよ200名の多くの参加の皆さん  お疲れ様でした
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第６･８支部合同「iPad･iPhoneセミナー」

日　時　３月１日㈬　18:00～19:00

場　所　丸三証券セミナーホール

参加者　12名

　今回もセミナールームは丸三証券さんにお世

話になりました。新入会員のエスボヤージュ廣

瀬さんの名司会も印象的でした。

　iPhoneとiPadの魅力のひとつはカメラ…使い

こなすと本当に色々なことができるんですね。

今回のセミナーでは、アプリを使わずに、本来

の機能だけで、ここまでできる！カメラと写真

の機能について学びました。第６支部長鈴木準

之助さんと第８支部長上平亮さんの「思わず笑

顔になってしまうトーク」もこのセミナーの定

番となってきています。

　来年度も３月に美味しい軽食付きで開催しま

すので、ぜひぜひお出ましください。

（研修委員長　第６支部　江口 響子）

　第６･８支部のＩＴ化計画の一貫である「iPad･

iPhoneセミナー」が開催されました。

　講師の方は、当会研修委員長でもあるＮＨＫ

カルチャークラブでご活躍のZOU STUDIO 江

口響子さんによる「今日から使えるiPhoneミニ

知識」と題して１時間ほどの実演を含めた講習

を行っていただきました。次回はアプリを使わ

ずに行う素敵な動画編集方法をご教示いただけ

るとのことでした。

　今後もたくさんのご参加をお待ちしています。

（第８支部　広報委員　廣瀬 幸子）

第６･８支部

トークが面白い上平第8支部長（左）
「相手を尊ぶ大切さ」を話された丸三証券平井支店長（右上）

真剣に受講中の鈴木第6支部長（右下）

iPhone機能をフルに活用した集合写真

講師の江口響子先生 楽しく学ぶことが出来ました



（8）平成29年４月１日 たまでんBOARD Vol.182　通巻282号

ボウリング大会・懇談会

日　時　２月７日㈫　17:30～

場　所　世田谷オークラボウル

懇談会　米蔵

参加者　35名

　第９支部主催のボウリング大会。今年は24名

の精鋭が、２ゲームずつ楽しみました。

　結果は、１位吉田さん（大同生命）おめでと

うございました！

｠ ボウリング終了

後、場所を米蔵に

移して懇談会が行

われました。懇談

会は第9支部の毎

年恒例の新年会で

もありますが、今

回も第６･７･８支部の有志も加わり、ボウリン

グ表彰式を兼ねて、総勢35名の参加者となりま

した。大嶽支部長の挨拶も聞こえにくいほどの

盛況で、皆さん大いに盛り上がっていました。

　最後は神山さんにご用意していただいたお花

をお土産に、今年も第９支部の活動が始まりま

した。

 (広報委員会  副委員長  第９支部  松山 ひとし）

第９支部

第７･10支部合同交流懇親会

日　時　２月16日㈭　18:30～21:00

場　所　玉川高島屋別館　ブッフェ・ザ・ヴィラ

参加者　30名

　第７支部と第10支部は、環八を挟んだ隣同士

なのに役員以外はあまり交流がありません。大

同生命の後藤さんが両支部の担当ということで

第７支部の三條支部長と第10支部佐藤支部長の

両氏のお骨折りにより、第７支部地内のガーデ

ンアイランド2Fのレストラン「ブッフェ・ザ・

ヴィラ」にて共益事業の一環として、合同交流

懇親会を去る２月16日（木）に実施しました。

席決めは番号札を引いてバラバラの席について

もらいました。レストランの手違いにより開会

が少し遅くなり、大塚副会長の乾杯のご発声が

30分遅れの19時開始となりましたが、両支部の

皆さんの自己紹介などを行い、又美味しい食事

をいただきながら、食べたり、話し合ったりと、

普段会ったこともない方達との異業種交流に花

が咲きました。

　30分遅れで始まったので終了は21時。参加者

は、第７支部12名、第10支部17名、大同生命１

名の計30名。大変意義のあった交流懇親会でし

た。

（第10支部　広報委員　藤井 悦男）

第７･10支部

みごと優勝で花を受け取る吉田さん ボウリング大会参加者

●よき経営者をめざすものの団体それが法人会です。

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営
をめざしたい。社会のお役に立ちたい。そんな経営
者を支援する組織、それが法人会です。 
税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、
会員の研さんを支援する各種の研修会、また地域振
興やボランティアなど地域に密着した活動を積極的
に行っています。

●法人会は企業の間から自主的に誕生した団体です。

1947年（昭和22年）4月、わが国の税制はそれまで
の賦課課税制度から申告納税制度へと移行し、法人
税も新しい制度へ生まれ変わりました。
納税者が自ら申告納税するには、納税者自身が団体
を結成し、その活動を通じて帳簿の整備、税知識の
普及などを図る必要性が生じてきました。
法人会は、このようにして企業の間から自発的に生
まれてきた団体です。

法人会とは…
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第11･12支部合同「タブレット活用研修会」

日　時　２月10日㈮　18:00～20:00

場　所　㈱日本ダイナミックシステムズ会議室

参加者　７名

　スマホが一般的に流通し、生活の中で大きな

存在となりました。タブレット活用研修会とし

て第11・12支部共同で開催しました。

　研修内容は、SNSやパソコンで仕事に役立つ

情報やスマホのセキュリティの方法、年賀状作

成そしてラインの活用方法等を勉強しました。

　場所は当会平山副会長が経営されておられる

㈱日本ダイナミックシステムズの４階会議室を

毎月第一金曜日の18時から２時間ほどお借りし

て開催しています。まったく初めての方には

もってこいの環境ですし、会場には先生がいっ

ぱいいます。桜新町の駅から少し遠いのですが、

楽しく開催していますのでお気軽にご参加くだ

さい。写真は１月開催の様子です。

（第11支部　支部長　丸山 正高）

第11･12支部

フラワーアレンジメント研修会開催

日　時　３月９日㈭　10:00～

場　所　桜新町「株式会社ユー花園」

参加者　25名

　今回も桜新町ユー花園さんのご協力で、フラ

ワーアレンジメントを開催しました。参加者は

会場いっぱいの25人となり満席の教室になりま

した。

　株式会社ユー花園の伊藤様を講師に招き「花

の生け方の極意とは」を語っていただき、楽し

くお花をアレンジすることができました。第12

支部の日野さんは先生にベタ褒めされていまし

た。生け花には性格が出るそうで、ホームペー

ジのデザインの仕事をしている日野さんは、バ

ランスと美しさともに満点だそうです。花はし

ばらく咲いているとのことでした。先生の作品

も見本で飾ってあり、思わず写真で「パチリ」。

先生がコーチしている様子ですが、「みなさ～

～ん次の花はチューリップです。三角形を基準

として…」「この人の作品はバランスがいい…

とは言えませんね！」と厳しくも温かく、きっ

ちりと１人１人の作品の評価チェックをしてい

ただきました。伊藤先生ありがとうございまし

た。

　第11支部の企業研修は地元企業にご協力をお

願いして公益事業の一環として開催しておりま

す。次は美味しいお店のお料理教室かな？

（第11支部　支部長　丸山 正高）

第11支部

役に立つタブレット活用研修会の様子

本日も宜しくお願いシマ～ス

この活け方のほうがきれいですヨ
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女性部会SKT連絡協議会

日　時　２月10日㈮　10:00～

場　所　東京都水道局

　　　　玉川浄水場・研修開発センター他

参加者　21名

　SKT連絡協議会の当番が玉川法人会でしたの

で、今回は「東京都水道局玉川浄水場ならびに

研修開発センター」に決め研修会を行いました。

　当日は、東急大井町線九品仏駅に集合し、徒

歩10分の浄水場に向かいました。浄水場では職

員の方から浄水場の歴史・成り立ち等の説明を

お伺いし、初めての経験であるヘルメットを全

員着用の勇壮な出で立ちで案内をしていただき、

さらに災害給水場も見学しました。研修開発セ

ンターに移動して、水道管の漏水音を音調棒と

言う道具で漏水の確認をすることができました。

参加者が少々疲れを感じたところで、センター

から東京水を頂き、その絶品な東京水の美味し

さをしみじみ感じ、またお水の大切さを痛感し

た研修会でした。

　研修会後は二子玉川エクセルホテル東急30階

で食事を頂きながら、自己紹介・活動報告と意

見交換会を行いました。30階の眺望は天気が悪

く残念でしたが、お互い刺激を受けて今後の活

動に生かそうという女性パワー溢れる有意義な

研修会となりました。

（女性部会　副部会長　神山 典子）

女性部会

第１支部女性部会　料理教室

日　時　３月７日㈫　11:00～

場　所　奥沢　田坂邸

講　師　田坂美知子様

参加者　11名

　第１支部女性部会の行事として、料理教室を

開催しました。田坂講師監修で『イワシご飯』

『広東風焼豚』『納豆の包み揚げ』『ピーマン

とシラスの炒め物』の４品の講習と実習そして

試食。プラ

ス陽気なお

しゃべり。

オンリーワ

ンの男性参

加者にも働

いてもらい、

途中には井

上支部長の

表敬訪問（？）もありました。締めには鍋谷さ

んに予め焼いてきていただいたチョコレート

ケーキと田坂さんのコーヒーでフルコースとな

りました。

　日常、使っている食材ばかりでしたので、マ

ンネリ化しがちな毎日の献立にぜひ取り入れて

みようと思えるレシピでした。

（第１支部　広報委員　早川 晴恵）

東京の「お水」って美味しいのかしら 勇壮な出で立ちの皆さん

美味しいお料理ができますヨ！ お料理を目の前にパチリ
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青年部会　税務研修会／新年意見交換会

日　時　１月24日㈫　18:30～21:00

場　所　玉川町会会館

参加者　34名

　玉川町会会館にて、我々青年部会の新年賀詞

交換を兼ねた、「新年税務研修会／意見交換会」

が開催されました。当日は、玉川税務署より木

村美由紀副署長を講師にお迎えし、親会より阿

部友太郎会長にもご参加いただきました。

　これから法人会会員として地域・社会貢献に

参加する上で重要な「自らの仕事（企業）の発

展」において、とても為になるお話の数々……。

東法連青年部会連絡協議会会長の松浦さんと新

たに会員となった方、青年部役員の方々とざっ

くばらんにお話をする和やかな会となりました。

　終了後、多くの方が参加された懇親会では、

より深いコミュニケーションが図れ、今後の法

人会について熱い議論が交わされました。

（第８支部　広報委員　廣瀬 幸子）

租税教室

　日　時　　　　　  場　　　所　  　    参加者

２月24日㈮　　世田谷区立中町小学校　　73名

３月10日㈮　　世田谷区立奥沢中学校　　65名

　玉川税理士会さんから派遣された税理士によ

る、玉川地域の小中学校で実施の「租税教室」

に、我々青年部会の“租税活動”の一環として、

2月24日には中村青年部会長と兼益が参加いたし

ました。今回は、玉川法人会監事の久野豊仁税

理士と、北原日登美税理士による租税教室で、

「税＝お金を納める」だけのことではなく、

「税＝自分たちの社会を良くするためのしく

み」であるということを、クイズを交え楽しみ

ながら学ぶことができました。また、３月10日

は玉川税理士会に所属している津谷税理士に兼

益副部会長が同行し、租税教室のお手伝いをさ

せていただきました。今回も租税教室という事

業の中で、私たちが「税」について学ぶことが

できた貴重な機会でした。

 （青年部会　副部会長　兼益 宏行）

SKT交流会

日　時　２月24日㈮　19:30～

場　所　渋谷　BAR&GRILL　REBECCA

参加者　世田谷、北沢、玉川法人会  合計  60名

　SKT（世田谷・北沢・玉川の三法人会で構

成）では昨年より、日頃、地域・社会貢献活動

や租税活動に必死に取り組む法人会青年部会員

が、年に一度、その活動の源となる自身の“仕

事”にクローズアップする交流会を開催してい

ます。今年度も60名の多くの部会員が集まり、

情報交換を図りました。そして今期でその職を

退く三人の部会長に、サプライズで餞のお花を

贈呈いたしました。SKTではこうした人間関係

を基礎とした法人会青年部会ならではの事業も、

着実に進めています。人と人との繋がりを重視

する法人会青年部会活動に関心のある方は、お

気軽に事務局までお問い合わせください。

（青年部会　副部会長　兼益 宏行）

青年部会

2017年も税を理解し、みんな仲良く頑張ります！

2月24日の様子 3月10日の様子

部会長の皆さん  お疲れ様でした SKT連絡会
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会員の皆さまへ
変更がございましたらお知らせください。

下記項目にご記入の上、FAXにて玉川法人会事務局まで送信してください。

新入会員ご紹介 随時、新入会員の方をご紹介させて頂きます。

第４支部

法 人 名：有限会社　信栄パートナーズ（ｼﾝｴｲﾊﾟー ﾄﾅ ｽーﾞ）

代 表 者：田川　恵一郎（たがわ　けいいちろう）

会社住所：目黒区自由が丘２－10－18　栗山ビルⅡ

TEL/FAX：03－5701－7065 / 03－5701－5135

窓口担当者：和田　敦思

Ｅ-ma i l：a.wada@shinei-pt.com

＊会費納付ご請求のお知らせ＊
玉川法人会の会費納付ご請求は4月及び10月の2回となっております。
4月24日㈪が口座引落日となりますので、よろしくお願い申しあげます。
※　ご指定の金融機関により口座引落日は異なる場合がございます。
※　年払いの会員様は4月のみお引き落としとなっております。



玉川法人会ホームページは日々少しずつ更新しています。ぜひご覧ください。

http://www.tamagawa.or.jp/ 

最新情報のコーナーです。

新しい情報を早く掲載し、ためになるコンテンツを見ていただけるよう、

月1回のHPWGを開催しています。

これからもさらに使いやすいホームページ運用を目指してまいります。

HPWGからのinformation

事業予定スケジュールはこの
コーナーをご覧ください。

ブログには、イベントや事業の様子
を写真入りでご紹介しています。

スマートフォン
TOPページ

文字も見やす
くなりました！
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霞が関

１

2

3

4

ダイレクト納付の利用方法ダイレクト納付の利用方法

事前にe-Taxへのメールアドレスのご登録をお勧めします。※

ダイレクト納付を行う際には、預貯金口座の残高をご確認ください。
「納付日を指定される方」を選択した場合は、指定した日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

届出をした預貯金口座から振替が行われ、
即時に納付が完了します。

届出をした預貯金口座から指定した期日に
振替が行われ、納付が完了します。

（注）残高不足で納付が完了しなかった場合、必要な
納税資金を入金いただいた上で、２の通知から
再度ダイレクト納付を行うことが可能です。

e-Taxで電子申告等又は納付情報登録依頼を送信する

メッセージボックスに格納される通知を確認し、「ダイレクト納付」を選択する

「今すぐ納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する

納付状況を確認する
納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

「今すぐ納付される方」を選択 「納付日を指定される方」を選択

e-

100 0004

× ×

× ×

株式会社　国税商事
代表取締役　国税　太郎
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コピーしてご使用下さい



ダイレクト納付とは…
事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付
情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定し
た期日に納付することができる便利な電子納税の納付手段です。

国税の納付は、
ダイレクト納付
をご利用ください

○インターネットを利用できるパソコンがあれば、簡単な手続で利用可能！
○インターネットバンキングの契約が不要！
○金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません!

○即時又は納付日を指定して納付することが可能！
○税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能！

スマホ・タブレット
でもOK!

簡単

便利

ダイレクト納付を利用するにはダイレクト納付を利用するには

簡単・便利

利用者識別番号を取得する

ダイレクト納付利用届出書を提出する

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」を
オンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」
（P3）に署名、押印の上、書面で税務署に提出してください。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1か月程度かかります。

１

2

3

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある
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	たまでんBOARD182号01-02,15-16からー
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