法人会の組織は…

法人会は、税務署の管轄地域ごとに単位法人会があり、
税に関する事業に加え、企業経営や福利厚生の充実に役立つ事業を行っています。

私たち東京法人会連合会は、昭和25年に設立され、東京都内48の法人会から成る組織です。

法人会の組織

現在、東京都内において約13万の会員企業を擁し、企業経営に役立つ各種サービスや研修会などを
会員企業に提供しています。
麹町法人会
神田法人会
日本橋法人会
京橋法人会
芝法人会
四谷法人会
麻布法人会
小石川法人会

会員企業

世田谷法人会
北沢法人会
玉川法人会
目黒法人会
渋谷法人会
新宿法人会
中野法人会
杉並法人会

本郷法人会
上野法人会
浅草法人会
品川法人会
荏原法人会
大森法人会
雪谷法人会
蒲田法人会

荻窪法人会
板橋法人会
練馬東法人会
練馬西法人会
豊島法人会
王子法人会
荒川法人会
足立法人会

青梅法人会
八王子法人会
日野法人会
町田法人会
立川法人会
東村山法人会
武蔵野法人会
武蔵府中法人会

西新井法人会
本所法人会
向島法人会
葛飾法人会
江戸川北法人会
江戸川南法人会
江東西法人会
江東東法人会

80 万社

単位法人会 440 法人会

41 都道県連
東京法人会連合会
全国法人会総連合

税の提言活動
公平で健全な税制の実現を目指して会
員企業の意見や要望を反映しながら､税
のオピニオンリーダーとして税のあるべ
き姿や将来像を見据えて建設的な提言
を行っています。
提言活動

福利厚生制度

全国大会

租税教育・税の啓発活動

会員企業だけでなく、経営者や従業員も
利用できる福利厚生制度が揃っています。
経営者大型総合保障制度
がん保険制度

次代を担う子供たちが、税の重要性を正
しく理解し､関心を持てるよう､様々なイ
ベントを行っています。

ビジネスガード

租税教室

医療保険制度

税に関する絵はがきコンクール

税と経営の研修

異業種交流会・部会活動

企業の人材教育や経営支援のための各
種研修会を開催しています。

各種研修会や会員交流会などで、様々
な業種の経営者と知り合えます。それは
新たな事業展開のヒントを得るだけでな
く､新しい仕事のつながりができる絶好
のチャンスとなります。

法人会

税務署担当官・税理士による税務研修会
経営・労務・法務セミナー
社員教育に関する各種セミナー

若手経営者向け青年部会

各種情報の提供

地域社会への貢献

著名な講師を招いて､政治、経済、経営、
健康、一般教養、スポーツ、文化、など幅
広い分野にわたる講演会を開催してい
ます。また、研修用DVDの貸出やイン
ターネットセミナーの開催もあります。

企業も地域社会の発展に進んで貢献す
べき近年、企業のこれらの活動を支援し
ながら、
様々な社会貢献活動に取り組み、
地域イベントの開催など、地元に根付い
た活動をしています。

著名な講師による講演会
インターネットセミナー

女性部会

福祉・環境・ボランティア活動
スポーツ・芸術文化活動

一般社団法人

DVDの貸出

一般社団法人
〒160-0002

東京法人会連合会

東京都新宿区四谷坂町5番6号 全法連会館3F

TEL : 03-3357-0771
（平日 9:00~17:00） FAX : 03-3357-0772

https://www.tohoren.or.jp

e-mail : info@tohoren.or.jp

東京法人会連合会

会員専用経営支援サービス
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会員企業の皆様をサポート

ビジ ネスや 生 活 に 役 立 つ 各 種 サ ービ ス 一 覧

企業経営に役立つサービス
事業・資産承継
相談事業

M&A
企業活性パートナーズ

貸倒保証制度

（取引信用保険）

企業情報・格付情報
照会サービス

月1回弁護士と法律相談（1時間まで）
を無
料でできます。経営上、その他いろいろな
法律問題でお困りの方はぜひご利用くだ
さい。

相続税専門の税理士法人だからこそできる
「相続税申告対策」、
「（生前）相続対策」、
「事業承継対策」相談を会員特別条件で
ご提供。

M&Aの高度なスキルと豊富な経験をもつ
プロフェッショナルが、大型の業界再編から
中堅・中小企業の事業承継M&Aまで、幅広
くサービスを提供します。

貸倒損失に備える制度。債権回収のお役に
立ちます。与信管理の充実により、顧客開拓
に力を入れることができます。

インターネットで「AGS信用格付情報」
と
「TSR企業情報」がセットで入手できます。
海外企業調査がスタート。

経営実務、社員教育、
自己啓発に最適。
お好みのセミナーをパソコンやスマホ、
タブ
レットから選んでいただき、
クリックまたは
タップするだけ。

提供：成和パートナーズ法律事務所

提供：税理士法人チェスター

提供：企業活性パートナーズ株式会社

提供：三井住友海上

提供：AGS

提供：イー・ブレーン

選択制企業型確定拠出年金
「東法連401k」

特定退職金共済

東法連メンバーズローン

ストレスチェックサービス

振込手数料
削減サービス

セコム・セキュリティ

企業型であるにもかかわらず全員加入が
条件ではなく、加入者１名から導入できる
「選択制」確定拠出年金制度です。

社外積立型の従業員の退職金制度です。
退職金を計画的に準備することができ、掛
け金は全額損金で、中退共と重複加入が
可能です。

協力金融機関（銀行・信用金庫）
との提携に
よる融資制度で、会員企業の方は、提携金
融機関から一般より優遇された条件で融資
を受けることができます。

2015年12月1日より実施義務化。
WEB方式と質問紙方式の2種類で、企業の
産業医様と連携を図りながら実施体制作り
〜実施までサポートいたします。

振込1件手数料260円（税抜）を特別価格
で利用することができます。初期導入費用
や月額固定料金は一切かからず、解約違約
金などもありません。

24時間365日、いつでも会員企業経営者
および従業員の皆様のご家庭を見守るセ
キュリティシステムを、特典付きでご紹介
いたします。

提供：総合経営サービス

提供：東法連特定退職金共済会

提供：三菱UFJ、
きらぼし銀行 など

提供：ダイヤル・サービス

提供：オリックス

提供：セコム

法律相談

無料

生活に役立つサービス

インターネットセミナー
無料

会員特典が嬉しいサービス
Audi Japan
優待プログラム

BMW Japan
優待プログラム

法人向け防災備蓄商品（大塚製薬・グリコ）
について、会員限定特別価格にて斡旋させ
ていただきます。

Audi新車を特別優待価格にてご購入いた
だけます。Audi A6/A7/A8のフラッグ
シップモデルにつきましてはさらに特別な
ご優待をご用意しています。

事前に所定の手続きを行うことで車両本体
価格から
「8%」割引の特典を受けることが
できます。

中古車リースやレンタカー、
カーシェアリン
グを会員価格で利用できます。
役員・従業員様とそのご家族もご利用いた
だけます。

提供：大塚製薬／グリコ

提供：Audi Japan

提供：BMW Japan

提供：オリックス自動車／ニッポンレンタカー

日経電子版Pro

ビジネス誌の斡旋

防災備蓄斡旋

無料トライアル受付中。
法人版ならではの圧倒的な情報量と豊富
な機能でビジネスをサポートします。

日経ビジネス、週刊ダイヤモンド、
プレジデ
ント等、主要ビジネス誌を一般年間購読価
格より更に割引をした法人会特別購読価格
にてご紹介いたします。

提供：日本経済新聞社

提供：日経ビジネス 他

クルマ関連サービス

その他、会員向けサービス（経営支援・福利厚生）を揃えております。
詳しくは、東京法人会連合会HPをご覧ください。

ラフォーレ倶楽部

福利厚生倶楽部

ビジネスカード

ラフォーレ倶楽部全国10ヶ所の保養施設
やゴルフ場（修善寺、千葉松尾）がご利用に
なれます。役員・従業員様とそのご家族も
ご利用いただけます。

企業単独ではなかなか用意することが出来
ない、50,000を超す豊富なサービスコンテ
ンツを割安な価格で、役員・従業員様とその
ご家族もご利用いただけます。

「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカンエキ
スプレスカード」
「UC法人カード
（ゴールド/
一般）」の法人会会員特典付きクレジット
カードをご用意。

提供：森トラスト・ホテル &リゾーツ

提供：リロクラブ

提供：クレディセゾン

https://www.tohoren.or.jp/mgt-support/index.html
※「会員専用ページ」にはID・パスワードが必要となります。
ID・パスワードは各単位会事務局までお問い合わせください。

