
■　仕入先から交付された請求書等に記載
された適用税率が正しいかを確認

■　毎日の売上げ・仕入れ（経費）を税率
ごとに区分して記帳

■　必要に応じ、複数税率に対応したレジ
の導入・改修

■　必要な事項を記載した請求書等を売上
先に交付

レジの導入・改修が
必要な中小事業者の
方には支援措置があ
ります。

《例》飲食料品の小売業を営む事業者の方
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公益社団法人　新津法人会　地区別会員名簿
今回は五泉地区・村松地区・小須戸地区・東蒲地区の掲載です。次号は新津地区です。

（掲載を希望しない方は事務局までお知らせください。）
平成２９年９月１５日現在（五十音順）

曙商事㈱ ㈱川上建設 ㈲セイワ建設 ファインレーベル㈱
あしなが保険㈱ 加茂信用金庫五泉支店 ㈱高橋組 ㈱平成産業
㈲アートフラワーズせきや ㈱川﨑ポンプ ㈲タナベ建設 ㈲堀孫畳店
㈱アルティスタインターナショナル 木村建設㈱ ㈲辰　喜 ㈲星酒店
㈱荒川テキスタイル ㈱クリーンアロー ㈲田中利三郎商店 ㈱北辰計画
阿部木材工業㈱五泉営業所 ㈱玄徳建設 ㈱タカトニット ㈲ホテル平左エ門
㈱阿賀薬剤センター ㈲けあらいふ ㈱立川電設 ㈱北越銀行五泉支店
㈲アドバン 近藤酒造㈱ ㈲髙橋電気商会 ㈲マルヤ整理工場
㈲浅井板金工業 ㈱近藤建設 立川布帛工業㈱ 松　尾㈱
㈲石井電設 ㈲近藤鮮魚店 ㈱第四銀行　五泉支店 ㈱松本商会
五十嵐商事㈱ ㈲五泉大久保自動車硝子 ㈱椿製作所 ㈲丸美屋
池泉織物㈱ 五泉織物工業協同組合 塚野メリヤス㈱ ㈲丸和工業
㈲五十嵐吉平商店 ㈲五泉山田修整 ㈲塚野建設 ㈲松徳商店
㈱稲　餅 五泉商業協同組合 デンカ生研㈱新潟工場 ㈱丸　山
㈲イケダスポ－ツ 五泉商工会議所 東栄ドライ㈱ ㈱宮腰織物工場
㈲岩村住設 ㈲酒井木材建設 ㈱トーショウ五泉支店 ㈱宮本屋
㈲板谷設備工業 （医）社団佐藤医院 ㈱東新建設 ㈲水谷モータース
㈲伊藤呉服店 ㈱坂口鉄筋工業 ㈱南沢テキスタイル ㈲宮腰不動産
㈲井上プレス ㈱サンクミル 中村工業㈱ ミズホ㈱五泉工場
㈱ウメダニット さくらの街信用組合 ㈲中庄メリヤス ㈲武藤清掃工業
㈱浦木屋 ㈱坂上商店 ㈱ナミエ測量事務所 ㈲目黒建設
越後天然ガス㈱五泉営業所 ㈱佐久間石油 ㈱新潟パンチング モリリン㈱新潟出張所
江口機業㈱ ㈱三栄ニット 新潟染工㈱ ㈲ヤマダ
㈲エンドウ酒店 ㈱斎藤建設 ㈱日本海電通 ㈲ヤングマルムラ
越後プロパン㈱五泉営業所 ㈱斎藤鉄工所 二宮建設㈱ ㈲山下組
越後ガスサービス㈱五泉営業所 ㈱栄　軒 ㈱新潟リ－スキン ㈱ヤマト舗道
㈻エービーシー幼稚園 ㈲佐藤設備 ㈲二宮板金 ㈲ゆう美容室
㈲大塚重機 ㈲佐原物産 日本テレホンシステム㈱ ㈱吉田印刷所
落合建設㈱ ㈱佐取館 ㈲新潟ライスサービス 横山建設㈱
㈲小黒スポ－ツ ㈱斎藤舗道 ㈲新潟設備工業 ㈱横正機業場
㈲川上左官工業 ㈲咲花の里 ㈱博泉堂 吉長絹織㈲
㈱金津屋（プロshop金津屋） ㈲白井建具工業 花澤ニット㈱ ㈲横山鉄工所
㈲加藤綿業 ㈲塩原輪業 ㈱波多野工務店 ㈱吉井製作所
㈱川　島 澁谷ニット㈱ ㈱早出川建設 （宗）蓮光寺
㈲川口商店 ㈲茂野経理事務所 ㈲博金堂 ㈱ワタナベ
㈲下越自動車工業 ㈲寿々長 ㈲博栄堂 ㈱渡辺洋服店
㈱カワノ ㈲芹沢ミシン商会 樋口機工㈱ ㈲渡辺板金工業
㈲加藤ヤイ工場 ㈲セブンニット ㈲ヒグチエレクトリック
㈲カイヌマプレス ㈱瀬倉組 ㈱文　福

㈲安中建築 ㈱小池設備工業 ㈱滝長建設 布施建設㈱
㈲愛宕清掃センタ－ ㈱小林建材 ㈲高岡木材建設 ㈱フセウパニー
阿部印刷㈱ ㈱高重園 たいまつ食品㈱ ㈲フローリスト．カネコ
㈱安中製作所 特定非営利活動法人心つくし会 ㈱太陽松食品 ㈲ボナップ
㈲浅田電機商会 ㈱五泉屋金物店 ㈱大光銀行村松支店 ㈱北越銀行村松支店
㈱市川染工場 ㈾斎藤屋百貨店 ㈱第四銀行村松支店 ㈲松尾組

村 松 地 区

五 泉 地 区
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㈲阿部接骨院 協栄信用組合小須戸支店 ㈱島倉工業所 ㈲西村自動車商会
アールティー開発㈱ ㈱共栄設備 ㈱測興社 ㈲日新ダイワ
㈲板谷製材所 ㈲久保建築工業 ㈲高橋食品 新潟第一消毒㈲
㈲市村新聞店 越路商事㈱ ㈱田中雨具 新潟日植運輸㈱
㈲五十嵐工業所 ㈲小林興業 ㈱タマキ ㈱浜　屋
㈱内山藤三郎商店 ㈱小林清商店 田中商事㈱ はりま家
㈲魚庄商店 ㈲小池自動車商会 ㈱タケイシ流通サービス ㈱不二天業
㈲内山印刷 高上電気㈱ ㈱大郷屋種苗 星田建設㈱
㈲江戸っ子 小須戸商工会 ㈱第四銀行小須戸支店 マルタ食品㈱小須戸工場
越後天然ガス㈱小須戸営業所 ㈱坂井自動車 ㈱大光銀行小須戸支店 ㈱萬年堂
越後ガスサービス㈱小須戸サービスショップ ㈱三栄産業 ㈱高橋工業 丸井化学工業㈱
㈲オリジナルガーデン ㈲三五郎 第２新興タクシー㈱ ㈲森田屋
㈱加藤製作所 ㈱サトウレーヌ ㈱鳥　泉 ㈲山惣商事
㈲かまくらや ㈲新発田屋 ㈱名古屋組
㈲下越環境開発 ㈱新　植 ㈲中澤新聞店

㈱市川たね店 ㈱魚斎藤 ㈲劔商会 ㈱松の家
伊藤瓦工業㈱ ㈲坂田時計店 ㈲鶴巻設備 ㈲丸山電気工事店
㈲伊藤屋 ㈱栄　組 ㈱ツチダオート・サービス ㈱マツダスポ－ツ
㈲いしかわや ㈱佐々木組 塚野刺繍㈱ ㈲松尾板金
㈲小黒商会 ㈲佐々木電機店 ㈲塚野測量設計事務所 ㈲ミクロウイング
㈲おけや洋品店 ㈱舎川本舗 ㈲ツルマキ測量事務所 ㈱ミツヒデ
㈱大湊建設 さくらの街信用組合村松支店 ㈲寺尾建設 ㈲水戸商店
㈱大　村 ㈱白瀧建設 ㈲トリプルピーシー 村松建設業㈿
㈲金子建設 松泉電設㈱ ㈱中山自動車修理工場 （医）社団村田医院
㈱加藤生コン ㈲新　瀧 ㈲中林自動車整備工場 ㈲村松新聞販売
㈲蒲沢造花店 医療法人社団真仁会 ㈲羽下測量設計事務所 村松商工会
蒲原鉄道㈱ ㈲勝樹園 ㈱羽　下 ㈲明　月
加茂信用金庫村松支店 ㈲金齋新保工務店 ㈱早川緑建 ㈲八木薬局
㈲神尾材木店 ㈱蛇場緑地建設 ㈱番場建築 ㈲山崎ニット
㈱木曽屋酒店 ㈲鈴木建築 ㈲樋　口 医療法人社団　梁取医院
金鵄盃酒造㈱ ㈲清紫園土木 ㈱樋口組 吉野徹税理士事務所
㈱轡田組 ㈱関塚商事 ㈲ヒグチ看板 ㈱渡倉商会
㈲桑原宝石店 ㈱高岡商店 フジタ㈲

阿賀野石産㈱ ㈲小会瀬 津川新和生コン㈱ ㈲ホテル福泉
㈱阿賀ウッド ㈱小松屋商会 ㈲東蒲配送ｾﾝﾀｰ丸富運輸 ㈲マルワイ
㈲岩城屋 ㈲後藤建設 ㈱巴山組 ㈲三川電気
㈲イシヅキ ㈱斉藤工務店 東蒲砂利採取販売協同組合 ㈾三川建材
㈲五十島製作所 ㈲斉明エンジニアリング 東新建設㈱ ㈲三川生コン
㈱オザサ ㈲三興建設 ㈲中惣林業 三川温泉旅館協同組合
㈲上川山菜加工 ㈲新開荘 西興産㈱ ㈱三川土建
下越酒造㈱ ㈱新栄建設 ㈲西興業自動車整備工場 ㈲三川農水産加工食品
関ベン鉱業㈱ ㈲杉崎タイヤ工業所 ㈲長谷川建設 ㈱山一電器商会
㈲神田重機工事 田部鉄工エンジニアリング㈱ ㈲はせがわ 谷花産業㈱
麒麟山酒造㈱ ㈲大清建設 長谷川建具店㈲ 安田設備工業㈱東蒲出張所
㈲小嶋組 ㈲田崎商店 ㈲長谷川工業 ㈲山口重機建設
㈲小林商会 ㈲大　輪 盤越産業㈱ 山﨑糀屋㈱
㈾糀屋呉服店 ㈲津川自動車整備工場 東蒲原郡森林組合
㈲小池工務店 ㈾津川タクシ－ ㈱古澤屋

小須戸地区

東 蒲 地 区
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★新津地区
　ノーサイドブレインコンサルティングオフィス　池野比呂史
　㈱アウル　　　　　　　　　　　　　　　　窪田　　孝
　㈲小　熊　　　　　　　　　　　　　　　　小熊　　隆

　本多板金店　　　　　　　　　本多　康雄
　吉田設備設計事務所　　　　　吉田　貴基
★東蒲地区
　㈱阿賀ウッド　　　　　　　　渡部　輝男

◆9月7日㈭新津Ｃ.Ｃで第20回新津法人会青年部主催の親睦ゴルフコンペを開催しました！

　国税庁では平成30年４月１日
以降終了事業年度分から法人事業
概況説明書の様式を改定すること
としています。改定後は裏面に
8.（5）「社内監査」欄が新設され、
法人会が企業の税務コンプライア
ンス向上のために取り組んでいる
「自主点検チェックシート」の実
施の有無を記入できるようになり
ますので、ぜひ活用してみましょ
う。

新入会員『どうぞよろしく‼』
（敬称略）

法人事業概況説明書の様式が改定されます
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■上記いずれの講演会も、受講料は無料です。（病院等に寄贈のため、古タオルをご持参ください。）お申込みは事務局へ。

㈱大野建設
㈲村木呉服店
㈲Ｌ保険企画
大同生命保険㈱
㈲土田洋服店
㈲新津住設
吉徳農機㈱
阿部木材工業㈱
㈱飯野建設
㈱春日薬局
東部運送㈱
㈲藤本電気
㈱諸橋工務店
㈱横山組
秋葉建設興業㈱
㈲渡辺産業
㈱土田商店

❖（社会貢献活動）古切手・古タオル回収協力企業名❖

【新津地区】
越後天然ガス㈱
㈲井浦
㈱大野建設
㈱新津運送
㈲野本眼鏡商会
㈲やまけい
（医）健進会
㈲田中衛生センター
アクサ生命保険㈱
㈱坂電工業
㈱斉藤建設
大幸食品㈱
新津商工会議所
ＢＤコーポレーション㈱
㈱アキハ
㈲イタバシ

㈱新潟エコテック
㈲登起和屋
㈱飯野建設

【五泉地区】
東栄ドライ㈱
五泉商業協同組合
立川布帛工業㈱
モリリン㈱新潟出張所
㈱立川電設
㈲加藤ヤイ工場
近藤酒造㈱
㈱三栄ニット
㈱加藤生コン
㈱アルティスタ
　インターナショナル
㈲大塚重機

無記名１社

【村松地区】 
阿部印刷㈱
㈲安中建築
㈲いしかわや
㈲小黒商会
㈲神尾材木店
㈾斎藤屋百貨店
㈱佐々木組
㈱松の家
㈲丸山電気工事店

【小須戸地区】
㈱三栄産業
㈱新植
 

【東蒲地区】 
㈲杉崎タイヤ工業所
麒麟山酒造㈱
㈲西興業自動車整備工場
㈲大清建設
㈱三川農水産加工食品

【一般のご協力者】
総会講演会参加者　　　　　６名
たなばたコンサート参加者　15名
その他一般者　　　　　　　３名

平成29年９月28日現在（到着順・敬称略）

税を考える週間　秋の特別講演会

法人会青年部　新春講演会

法人会女性部　年末講演会
開催日：平成29年11月15日㈬　時間：15:00～17:00　会場：キャトル・セゾン（秋葉区新津4521-2）

開催日：平成29年12月６日㈬　時間：15:00～17:00　会場：割烹･仕出し「井浦」（秋葉区善道町2-9-11）

開催日：平成30年１月23日㈫　時間：15:00～17:00　会場：キャトル・セゾン（秋葉区新津4521-2）

リフレッシュコミュニケーションズ代表

吉
よ し だ

田　幸
ゆきひろ

弘  氏講師

NPO法人エル・コミュニティ 代表

竹
た け べ

部　美
み き

樹  氏
講師

政治評論家

有
あ り ま

馬　晴
は る み

海 氏
講師

　大学卒業後、旅行代理店・学校法人・外資系専門商社・広
告会社の4社にて営業及び営業マネージャーを経験。いずれ
の会社においても、入賞したものの、降格人事なども経験。
「エリートではない痛みのわかるマネージャー・営業マン」
をモットーに、コーチング及び独自のコミュニケーションデ

1958年(昭和33年) 、長崎県生まれ。立教大学経済学部卒業。
㈱リクルート入社。
　1985年、国会議員秘書となり公設秘書を経て、1996年に評
論家として独立。現在、テレビ、新聞、雑誌等での政治評論や
講演活動で活躍中。政界に豊富な人脈を持ち、長年にわたる永
田町取材に基づく、優れた分析力と歯切れのよさで多方面から
支持を得ている。

　東京のＩＴベンチャー企業で働いた後、平成20年より鯖江
市地域活性化プランコンテストを開催。
　平成22年より地元鯖江に戻り、地域を担う人材を育成する
とともに、若者が活躍するフィールドを鯖江に作るべく地元学
生と共に活動。

～今後のアベノミクスと地方創生…
舞台裏から見た政局・政治・経済展望～

地元への思いがつくり出すムーブメント
よそ者・若者・バカ者とつくり出す地域創生

ビジネスパーソンのための
　　　　　　　　仕事で使える“雑談術”

ザイン術をもとにした営業職・管理職の研修を実施。主として、若手営業マンの商談力やプレゼンテーショ
ンのスキル向上、店頭販売員の接客スキル向上、営業リーダーの部下指導・問題解決力養成などの教育を
得意としている。その豊富な経験から放たれる話術は面白く飽きさせないばかりでなく、即実践で活用で
き、目に見えて効果が出たとの意見が多数寄せられている。

　鯖江、日本、そして世界で活躍するＩＴものづくりの担い手育成と、伝統の” ものづくり” と” 最先端
のＩＴ” を掛けあわせ、イノベーションを起こす場所を創造中。　　
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