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新年度のご挨拶

公益社団法人 玉川法人会
会長 坂東義治

運営を行っておりますが、新型コロナウ

イルス感染症による災禍も足掛け3年目

を迎える中で、未だに収束の目途が立た

ない状況です。世界情勢はロシアによる

ウクライナ侵攻と共に、さらに混沌とし

た事態となり世界経済への悪影響が顕著

になっております。

　このような事態を打破することは、法

人会だけの力では、どうしようもありま

せんが、まず我々法人会の会員は、自ら

行っている事業の本筋を見つめ直し、価

値観が大きく変貌する中で新たな事業改

革を進めていくことが肝要ではないかと

考えます。

　しかしながら世界中で勃発している未

川法人会では、令和4年4月

1日より、新年度を迎え新た

な気持ちで各種法人会事業の
玉

曽有の大変革の中では、様々な経営判断

のほとんどは、過去の経験が通用しない

事態となっており、いまこそ思い切った

経営体制の刷新の元、速やかに事業改革

を行うことが急務となっているのではな

いかと思われます。

　本年度の事業計画において玉川法人会

では、若い経営者の育成を行うと共に法

人会役員への積極的な登用を行い、玉川

法人会の改革を推進していきたいと考え

ます。

　支部、部会、委員会等においても次世

代を担う後継者と後継者を支える若手経

営陣の育成が急務と考えますので、会員

各位には、さらなるご支援ご協力を賜り

ますよう、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

令和3年度にご入会いただいた正会員（法人）の皆様
法人名	 代表者	 所在地	 電話	 FAX	 支部

合同会社 樋口商店	 樋口	昌平	 奥沢8-9-1	 3702-8455	 3702-9076	 1

㈱オフィストウヤ	 東谷	太	 奥沢4-20-5	 6362-2925	 	 2

㈲日本アドネット	 佐治	一路	 玉川田園調布2-8-5	 6825-8851	 6825-8852	 2

㈱クラス	 舟積	一洋	 奥沢5-40-7ジュア自由が丘３階	 5755-5331	 5755-5332	 2

㈱EAGLE　NET	 西河内	樹里
	 吉田	勇介	

等々力3-29-8	 6854-1182	 6854-1148	 4

㈲アソーテット ･゙
ダイヤモンド	 松村	正明	 上野毛1-24-12	 5214-6144	 	 5

㈱LeaLeo	 菅原	輝明	 玉川3-20-2	マノア玉川第3ビル501号室	 090-4744-0502	 	 6

㈱ふたこ不動産	 長谷川	賢樹	 玉川2-24-24	セゾン玉川201	 5797-9481	 5797-9482	 6

㈱モード商会	 斎藤	隆志	 玉川1-15-2	808号	 6670-8163	 	 6

来来デザイン㈱	 吉村	留美	 玉川1-15-1	二子玉川ライズタワーウエスト1204	 090-4221-7512	 	 6

㈱ピラータ	 瀬利	陽一	 瀬田1-20-14	 080-3939-5215	 	 7

㈱イングリシュ·
エクスプレス	

田村	康一	 瀬田1-13-16	 5797-9438	 	 7

合同会社メープルツリー	 山室	由美子	 玉川台1-2-13-505	 090-4824-6088	 	 7

㈱Ａプランニング	 橋本	文雄	 鎌田4-10-1	 3416-1454	 3416-1454	 8

㈱LampTokyo	 的場	敬紀	 鎌田2-25-12	ベソスタ二子玉川511	 050-5438-5796	 	 8

㈲ＦＣＫ	 川満	一	 大蔵6-8-17-103	 5761-9763	 	 8

エール·ビジネス
コンサルティング㈱	 杉野	由和	 用賀4-34-22	 4283-9578	 4283-9578	 9

ユーセー
コーポレーション㈱	

釣	佑成	 上用賀5-10-21	 5717-3325	 5717-3326	 9

㈱ヘリテージ	 齋藤	健一	 玉川台2-17-16	世田谷マイスターハウス1F	 3708-8301	 3708-8301	 10

㈱ＥＤＩＴＯＲＳ	 渡邊	真人	 玉川台2-17-16	 6447-9750	 6447-9452	 10

リエナ㈱	 中村	利恵子	 玉川台2-18-14-208	 080-5678-2006	 	 10

㈱ space·design
·create	 小森	進	 用賀2-8-1	イイダアネックスⅨ-101	 6432-7293	 6432-7294	 10

㈱Ａ&A	 山元	豊	 駒沢3-12-12	 6676-8233	 	 11

㈱世田谷ブレーン	 小峰	隆	 深沢4-36-11-202	 5707-9797	 5707-9797	 12

㈱テクニカル·
サプライ·ジャパン	 田中	誠太郎	 新町1-21-16	 3425-2400	 3425-2402	 12

㈱ルシアス	 中島	和美	 用賀2-8-19	イイダアネックスⅨ201	 6451-7200	 6451-7203	 12

㈱F55クリエイティブ
デザインスタジオ	 野口	郁子	 深沢5-36-17	 5706-1884	 5706-1884	 12

※個人情報の取り扱い上、賛助会員の皆様は、Tamagawa公論	たまでんBOARD合併号に掲載ご希望の方のみ、掲載させていただく予定です。
　掲載ご希望の方は、玉川法人会事務局までご一報くださいますようお願いいたします。 3



あなたも
他人事では

ない！

「デンチョウホウ」って何？！

「デンチョウホウ」は

を覚えておけば大丈夫！

市販のソフトウェア等に関する
要件適合性の確認方法

自社開発システム等に関する
要件適合性の確認方法（相談窓口）

こんなにいいことがあります！

詳しいパンフレットは国税庁ホームページからご覧いただけます。

ペーパーレス化で
手間やコストが
不要に

経営状態が
可視化され、
経営の対応力が

向上する

社会的信用が
向上する

紙の帳簿・書類を印刷する手間や
ファイリングする手間、保存のための
スペースやコストが減少します。 日付や取引先名で検索できるので、

探したい書類をすぐ
見つけることができます。

信頼性の高い帳簿を
備え付けていることをアピールでき、

特に「優良な電子帳簿」を適用していれば
健全な経理を行っている事業者として、

取引先を含めて
社会的信用が向上します。

皆さんは「デンチョウホウ」をご存じでしょうか？
これは、「電子帳簿保存法」のことで、帳簿や書類を紙ではなくデータで保存する場合のルールのことです。

活用すると様 な々メリットがあること、知っていましたか？

電子帳簿制度は、主に以下の3つに分けられます。

Q.1
「電子帳簿保存法」って何？

A 会計ソフトで作った帳簿を、プリントアウトせずにデータ
のままで保存が可能です。また、経費の領収書やレシート

をスマホで撮影して経理処理・保存も可能に。事業者の事務負担
を軽減するシステムとしても注目されています。

Q.3
現状はどのくらい
利用されているの？
A 大企業では多くの企業で利用されているものの、中小企業

ではごくわずかしか利用されていません。しかし、令和3
年度税制改正を機に抜本的に簡素化され、これまでとは比較にな
らないくらい利用しやすくなりました。

Q.2
どんな悩みが解消されるの？
A 紙をファイリングする手間を省いて、もっと経理を楽にや

りたい……そんな悩みは電子帳簿保存制度が解決してくれ
ます。スピーディーに経理処理ができ、デジタル化を通じて生産
性が向上するため、経理担当のテレワーク化も推進できます。

Q.4
紙で帳簿・書類を
保存している私には関係ない？
A いいえ、紙で帳簿・書類を保存している方にも関係があり

ますので、しっかりチェックしておきましょう。PDF等
のデータで受け取った請求書などについては、ルールに基づいて
保存していただくことが必須になります。（令和6年1月から）

1 2 3

「デンチョウホウ」は

この3つ

電子帳簿等保存（任意）

自分で作る帳簿や書類をデータのまま保存。

1

スキャナ保存（任意）

以下の書面をスマホやスキャナーで読み取りデータで保存。
・ 取引先から受領した領収書や請求書等
・ 自分で作った納品書の控え等

2

電子取引データ保存（必須）

電子取引を行った場合、やりとりしたデータを保存。

3

令和4年1月から
大幅に要件緩和

令和6年1月から必須
（紙に印刷して保存していてもダメになります！）

まずはこちらの動画を見てみよう！

国税庁ホームページYoutube動画
[ 約33分 ] [ 約12分 ]

国税庁ホームページWeb-TAX-TV
国税庁動画チャンネル

アクセスは
こちらから

【経理のデジタル化】はじめませんか、
電子帳簿保存・スキャナ保存

アクセスは
こちらから

アクセスは
こちらから国税庁　電子帳簿保存法 検索

認証ソフトの一覧は、JIIMAや国税庁の
ホームページで公表しています。

国税庁
ホームページ JIIMAの認証マーク

関係資料を持参のうえ、
税務署でご相談ください。

いま使用しているソフトウェアが適合しているかチェックしよう

電 子 帳 簿 保 存 法

CHECK! CHECK!
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職人の技術と丁寧かつ高度な仕事に定評がある丸山工務店。
現場で培われた匠の技を次世代へと継承すべく、
人材育成にも熱心に取り組んでいる点も、特筆される。

代表取締役の丸山正高さんに、その意気込みなどを伺った。

2

話を聴きました
vol.

あの人にあの人に

は“100年住み続けられる家づくり”

を理念としている。

「現代の住宅はわずか築30年で取り壊

テランから若手まで、6人の

大工が在籍する腕利きの職人

集団である丸山工務店。同社
ベ

丸山工務店丸山工務店
未来に継承できる住宅を
職人とともに創る工務店

な大工を擁し、年間6棟ほど新築の工事

のほか、リフォームは500件以上を行

っている。また、文化財の修復を手掛け

た職人も在籍するなど、まさにプロフェ

ッショナル集団と呼ぶにふさわしい。

　大工の技術は一朝一夕で習得できるも

のではない。技術の継承は事業継続のう

えでも、大きな課題となっている。その

ため、丸山さんは人材育成にも特別な想

もそも、“工務店”とは大工

が所属している企業を指す言

葉だ。丸山工務店は経験豊か
そ

アドバイザー、コンサルティング、さら

には後継者の育成までできる、まさに大

工の中でもプロフェッショナルだ。

　新人大工の募集をかける際は、世田谷

区産業振興公社に協力を募ることが多い。

大工は体力が資本であるため、何らかの

スポーツを経験した人が多いという。晴

れて採用となった新人は親方のもとで、

電動のこぎりなどの使い方といった基礎

からマンツーマンで教わるのだ。

「当社では、リフォームの際も新築の際

も、引き渡しまで一人の人間が対応しま

す。そのためには幅広い知識と経験が必

要です。また、18歳から大工として入

社した若手もいますが、大工は一人前に

なるまで最短でも4年ほどかかるため、

定着してもらうのが難しい面もあります。

そのため、当社では資格の取得を全面的

にバックアップし、給与に反映する仕組

みを作りました」

　二級建築士になれば毎月2万円、一級

建築士ならば毎月7万円も給与が上がる

制度を採用した。こうした取り組みが若

手のモチベーションアップに繋がり、人

材の定着に一役買っているそうだ。

代表取締役社長
丸山正高さん
丸山工務店6代目。一級建築士。住
宅の新築からリフォーム、公共工事
まで幅広く事業を行う一方で、協同
組合匠の会理事長、玉川法人会第
11支部長を務める。趣味は海釣り。

株式会社丸山工務店
住  桜新町2-14-12

 03-3420-0277
 https://www.maruyama

koumuten.co.jp

Data

実際のリフォーム・増築の現場。丸山工務店で約
20年前に施工した物件で、増築して部屋を拡張
する。増築部分の通し柱の穴を鑿（のみ）で調整
しているが、これは伝統的な大工の技のひとつ

もともとモノ作りに興味はありま
したが、大工の仕事を見て「かっ
こいい！」と思い、入社を決めま
した。10年目になりますが、ま
だまだ親方（ベテランの棟梁）か
ら教わることは多く、勉強の日々
を送っています。幸いにも当社に
は熟練の職人が在籍しているので、
刺激も多い環境です。この現場で
も土台の水平の取り方や調整を松
本さんから教わりました。自分が
関わった仕事が完成し、施主の方
から感謝の言葉をいただくことが
何よりの励みです。

お客さんの要望以上の
仕事をしていきたい。

棟梁を目指す若者の挑戦を
会社と親方が一丸となって支援

される例も目立ちますが、

当社はメンテナンスをしな

がら代々住み継げる家を施

工しています」と、丸山正

高さんは言う。

　丸山工務店のルーツは江

戸時代末期に創業した、新

潟県の木材問屋である。そ

んな経緯もあり、木材に対

するこだわりは特別なもの

があるという。戦後に世田

谷区の三軒茶屋に事務所を

構え、現在の桜新町に移転

した。丸山さんはこう話す。

「渋谷の松濤、世田谷の玉

川地域には、質の高い木材

や職人の仕事を評価してく

ださる“目利き”の依頼人

が多くお住まいです。お客

さんと息の合った仕事がで

きるのが嬉しいですね」

　同社が手掛けるのは、独

自性をもったオーダーメイドの住宅であ

る。施主の要望にきめ細かに対応できる

のも、同社が長年培ってきた技術力がな

せる業といえるだろう。

大工
小倉裕樹さん
東京都出身。現在29歳。18
歳で丸山工務店に入社し、も
うすぐ10年目になる大工。
現在は二級建築士の資格を取
得すべく勉強中。

1）親方の松本健二さん（70歳）から作業
を教わる。新築を手掛けた親方が増築も担当
するのは丸山工務店ならでは。2）増築部分
の土台を造っている最中。3）松田朋宏さん

（49歳）も大工歴28年のベテラン

1
2

3

いを見せる。

「当社は祖父の時代から新人

育成に熱心でした。私も子ど

もの頃に現場を目にして、

“大工がいなければ工務店で

はない”ということがわかっ

ていました。人材育成は最重

要課題と考え、親方と一体と

なって取り組んでいます」と、

丸山さん。

　丸山工務店では、“棟梁”

になる人材を育てることを目

標に据える。棟梁は、設計士、

6 7



支部・部会・同好会の活動報告

YouTubeチャンネル開設。
新動画を続 と々アップ中！

玉川法人会の日々の活動を、会員の言葉でお届けします。
気になるものがあれば参加してみるのもいいでしょう。

全国女性フォーラム静岡大会全国女性フォーラム静岡大会

活動報告会および
意見交換会

[ 第10回 ]

女性部会

青年部会

4月14日（木）14時から

ツインメッセ静岡

6名

日時

場所

参加者

本一高い富士山、日本一深い駿河湾、そして緑のじゅうたん・お茶畑を
楽しみに行きましたが、台風の影響で雨と霧と寒さの中での全国女性フ

ォーラム静岡大会「ふじのくに“地域で学び、文化でつなぐ”～女性の力～」
の開催となりました。コロナ禍の中、全国からパワー全開の女性部会員32県
連348会、1382名の参加でした。
　第1部は俳優の別所哲也さんの講演の中で女性監督のショートフィルム4本
『伝えるチカラ』を鑑賞しました。いまの環境で薄れている、人とのコミュニ

日

女性部会 副部会長 松野京子

和4年4月22日（金）に青年部会の第10回活動報告
会および意見交換会を開催いたしました。新型コロナ

ウイルス感染症の影響があり、2年連続で書面開催となって
おりましたが、本年は入り口で抗原検査を実施しました。
　その後の意見交換会も法人会会員のお店で開催し、メンバ
ー同士が直接膝を交えた話し合いができました。
　改めて現地開催の重要性を感じ、今年度の最初の事業とし
て盛会となりました。ご参加の皆様ありがとうございました。

令

青年部会 総括幹事 平澤一馬

ケーンョンをどう取っていくか、どう絆を結ぶかをショートフィル
ムで訴えかけてきました。
　第2部は静岡県13会の活動報告で「税に関する絵はがきコンク
ール」の一環として、租税教室・税金探検で児童が税金をどう使っ
ているか、消防署や警察を訪問して体験をさせていました。そのあ
との親睦会では名刺交換や情報交換をして、有意義な一日でした。

釣り同好会良栄丸で出航。爆釣でした！
4月24日（日）4時集合 出船4時30分

千葉県館山市相浜29-3

5名

チカメキントキ、メバル、サバ、沖メジナ等

日時

場所

参加者

釣もの

の状況は穏やかで、釣り日和でした。釣り船は、何年
もお世話になっている、ベテランの漁師さんです。魚

もぼちぼちと釣れ、あっという間に沖上がりとなりました。
　次回の釣行には、経験の浅い方も奮って参加いただけるよ
うな企画をしたいと思っております。

海

釣り同好会
代表幹事 中山豪夫

5支部では昨年度より、コロナ禍を経験し、どんな状況
でも実施できるオンラインセミナーを事業に組み込みま

した。そしてさらに、オンラインセミナーの様子を動画にまと
め、第5支部独自のYouTubeチャンネルにアップすることで、

いつでもどなたでも閲覧いただける事業形態にいたしました。
　今後も、オンラインやインターネットを活用し、新たな法人
会事業にチャレンジしていきたいと考えております。

第

第5支部

第5支部 支部長 兼益宏行

「第5支部
The 5th branch」
https://youtube.com/
channel/UCLgwOPNZE_
ROQ6bCOkZj10Q

4月22日（金）18時15分から

活動報告会／二子玉川地区会館 別館
意見交換会／一香庵

28名

日時

場所

参加者
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会員の皆様のご紹介
個性豊かなメンバーが揃う玉川法人会。

今回は2軒の会員様をメッセージとともにご紹介します。

フローラ洋菓子店
フローラようがしてん

の7月に創業40年を迎える当店のお菓子は決して
インスタ映えするものではありませんが、ちょっぴ

り昭和レトロ感があり、永年地元の皆様にご愛顧をいただ
いております。用賀商店街のマスコットキャラを刻印した

「よっきーサブレ」は手頃な用賀土産として最適です。ホ
ームページからのご予約、サービスカード、ファミリース
タンプなどの販促も行っています。
　これからも創業時の志を忘れず、真摯な気持ちでお菓子
作りをしてまいります。

こ

フローラ洋菓子店
住  用賀4-17-4

 03-3709-7012
 info-flora@p03.itscom.net
 https://www.flora-cake.com

Data

ふたこ法律事務所　代表者 浅野剛（あさのつよし）
住  玉川3-22-10 アルデバラン302

 050-5369-5250
 asano@futako-law.com

Data

菓子製造業（小売業）業種

ふたこ
法律事務所
ふたこほうりつじむしょ

は、かねてより地域密着型の法律事務
所を作りたいという想いがあり、つい

に2022年6月より⼤好きな⼆子玉川の地で
独⽴開業いたします。
　当事務所の特徴として、現在お仕事をされ
ている方でも利用しやすいように平⽇深夜や
土曜の営業を考えています。また、メールの

私

法律事務所業種

みならず LINE や WEB 通
話等でもお客様とやり取り
できるようにして、これま
で忙しくて法律相談に行け
なかった方たちにとっても
利用しやすい法律事務所に
なることを⽬指しています。
趣味は登⼭とゴルフです。
今後ともよろしくお願いい
たします。

熟 語 づくり
パズ
ル

共 好

質
概

情
賛

矢印の方向に2文字の熟語ができるように、
A・Bにあてはまる漢字を書きましょう。

株式会社ニコリ
[ 作者紹介 ]

⽇本初のパズル専門誌
「パズル通信ニコリ」
を発行する出版社。数
独・クロスワードなど
多種多様なパズルをメ
ディアへ提供するコン
テンツメーカーでもあ
る。スマホアプリ「ス
マニコリ」も配信中。

A B

【 答え 】同 A感 B

9支部

6支部
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※赤字は誰でも参加できます今後のスケジュール

決算法人説明会 （13:30 玉川税務署）8 （金）

親睦ゴルフコンペ （福利厚生制度推進ゴルフコンペ）5 （火）

社会貢献委員会 （16:00 ビストロます家）29 （金）

正副会長会議 （14:00 玉川町会）／理事会 （15:00 玉川町会）26 （火）
7月

発行人／公益社団法人玉川法人会　会長 坂東義治

編集／公益社団法人玉川法人会　広報委員会

事務局／東京都世田谷区玉川2-1-15
TEL ： 03-3707-8668　FAX ： 03-3707-4992　https://www.tamagawa.or.jp/

女性部会 幹事会 （13:00 玉川町会）2 （火）

決算法人説明会 （13:30 玉川税務）26 （金）

世田谷3署合同 インボイス説明会
（午後 玉川総合支所 せせらぎホール）

下旬

新設法人説明会 （13:30 玉川税務署）23 （火）

8月

月6
税に関する絵はがきコンクール開催のための
袋詰め作業 （10:30 玉川町会）9 （木）

研修委員会 （18:00 玉川ボランティアビューロー）16 （木）

組織・厚生合同委員会 （17:00 玉川ボランティアビューロー）17 （金）

決算法人説明会 （13:30 玉川税務署）10 （金）

通常総会 （10:00 二子玉川エクセルホテル東急）

会員懇談会 （12:00 二子玉川エクセルホテル東急）
7 （火）

女性部会 講習会 （13:30 玉川町会）

Tamagawa絆Project21 （火）




