
インボイス制度等説明会並びに相談会　開催日程表
○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです(今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください)。 
O　「事前予約制」で開催していますので、参加を希望する場合は、連絡先まで連絡願います。 

なお、予約の申込状況等に ��より、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。 
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後、新型コロナウイルス感染症等の状況を踏まえ、開催が中止と 

なる場合がありますのであらかじめご了承ください。 
インボイス鎮座等説明会の後、登録申請相譲会が開催されます。相談を受けたい方は説朝会参加予約 ������時に柏蹟会予約も申し込んで下さい。個人車乗 
方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ ����、その場でe-Taxによる登録中指ができます。(その際I ���二は、マイナンバーカ 

ドの暗証番号等が必要となりますので、夢前にご確認下さい。 

開催日時 ��主催者 �田儀場所 �定員 �説明会等の名鞘等 �留憲章蹟 �連絡先 

年月日 �時間 ��地番、建物名 部屋番号等 ����※代表教練の壇合I土合さガ イダンスi三雄って「2Iを襲抽し 　エ!盤蓋しゝ_ 

京4.8.25 � �大阪福島税務署 公益社団法人 大阪福島納税協会 �〒553-004 大阪市福島区玉川2丁目 う番22号 (大阪福島納税協会3階 会鴇窒) �30名 �インボイス制度税閉会 �【要事蘭予約】 開催日前日の17時までにお 電話で予約願います。 �大隈福島税務署 総務課 (代表電話) (06-6〃調81281) 

R4.8.30 � ���30名 �インボイス制度説明会 (浦賀税の仕組みから知りた 　い方向け) 

R4.9.8 � ���30名 �インボイス制度説明会 

R4.9,27 � ���30名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) 

京4.8.25 � �西税務署 公益社団法人 西納税協会 �〒550〇℃021 大阪市西区川口2丁目7 番6号 (公益社団法人西納税協 会会機室) �20名 �インボイス制度説明会 �【要事的予約】 8月18日17時までにお電握で 予約願います。 �西税務署 法人課税第1部門 (屯通電括) (06-6583-4761) 

R4.9.27 �14こ00-14:45 ���20名 ��【要事請予約】 9月20日17時までにお電話で 予約願います。 

R4.8.23 � �港税務署 公益社団法人 港納税協会 �〒552○○003 大阪市海区磯路3丁目19 番4号 (港納税協会3瞬会践窒) �18名 �インボイス制度説明会 �【要事的予約】 8月16日17時までにお電話で 予約願います。 �港税務署 法人燦税第1都田 (直通電話) (06-6572-5033) 

R4.9.6 � ���18名 ��【受章請予約】 8月30日17時までにお露語で 予約願います。 

R4.9.20 � ���18名 ��【要事請予約】 9月13目17時までにお電題で 予約願います。 

R4.8.22 �14:00-15:00 �天王寺税務署 公益社団法人 天王寺納税協会 �〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2 丁目11番11号 (天王寺納税協会3階会 隣室) �20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) � �天王寺税務署 (代表電話) (06-6772-1281) 20名 �インボイス制度説明会 �【要事前予約】 8月18目17時までにお電題で 予約煩います。 

R4.9.16 � ���20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事請予約】 9月14目17時までにお電話で 予約願います。 

15:30-16:30 ���20名 �インボイス制度説明会 

R4.10.14 � ���20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事調予約】 

20名 �インボイス制度説明会 �10月12日17時までにお電話 で予約願います。 

R4.11.14 �14;00・-15:00 ���20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 11月10目17時までにお電話 で予約願います。 

15;30・-16:30 ���20名 �インボイス制度説明会 

京4.12.12 �14:00・-15:00 ���20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 12月8日17時までにお電話で 予約願います。 

15:30-16:30 ���20名 �インボイス制度説明会 



R4.9.8 �10:00-11:00 �西淀川税務署 公益社団法人 西淀川納税協会 �〒555-4013 大阪市西淀川区千舟2丁 目10番4号 (西淀川納税協会3階会 議室) �20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事調予約】 9月1日17時までにお電話で 予約願います。 �西淀川税務署 法人課税第1部門 (直通番号) ①6-6472-1026〉 

14:00-15:00 ���20名 

R4.10.6 � ���20名 �インボイス制度税朝会 �【要事的予約】 9月29目17時までにお電話で 予約願います。 

14:00~15:00 ���20名 �インボイス制度説明会 

R4.8.24 � �東成税務署 �〒537-0024 大飯市東成区東小橋2丁 目1番7号 �20名 �インボイス制度説明会 �【要夢前予約】 8月17日17時までにお電経で �東成税務署 法人課税第1都田 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �予約願います。 �(代表電話) (06-6972-1331) 

(東成税務署1賭会強堅) ���※13:00開場 �(内線311、312) 

R4,8.26 � �生野税務署 �〒軸国-8555 大阪市生野区勝山北5丁 目22番14号 (生野税務署1階大会織 窒) �30名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 8月19日1時ま‾お �生野税務署 法人採税第1部門 (代表電緒) (06-6717-1231) (内線332) 

30名 �インボイス制度説明会 (インボイス制度全体の仕組 みから知りたい方向け) �　7　でに電話で 予約願います。 

R4.8.22 � �旭税務署 �〒535-8555 大阪市地区大宮1丁目1 番25号 (旭税務署5暗大会機室) 〒534-0027 大阪市部烏区中野町2- 16-25 (大阪市立軒昂区民セン タ一会鴇室4) � �インボイス制度説明会 �【要事請予約】 事前にお電話で登録願いま す。 �旭税務署 法人練税第1部門 (ダイヤルイン) (06-6952-3276) 

R4.9.13 � ��� 

R4.10.12 � ���20名 

20名 

R4.11.17 � ���20名 

20名 

R4.12.16 � ���20名 

20名 

R5.1.13 � ���20名 

20名 

R5.2.7 � ���20名 

20名 

R4.8.30 � �城東税務署 公益社団法人 城東納税協会 �〒536○○005 大阪城東区中央2丁目13 番13号 (城東納税協会3膳会隣 室) �20名 �インボイス制度説明会 �【要事的予約】 8月23目(火)17時までにお電 話で予約願います。 �城東税務署 法人課税第1鵡門 (代表露語) (06-6932-1之71) 

20名 �インボイス制度説明会 (浦賀税の仕組みから知りた 　い方向け) 

R4.9.14 � ���20名 ��【要事的予約】 9月7日(水)17時までにお屯 話で予約願います。 

20名 �インボイス制度説明会 



R4.8.24 � �阿倍野税務署 �〒545-0005 大阪市阿倍野区三明町2 丁目10番29号 (阿倍野税務署内会譲室) �20名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 8月17日17時までにお露語で 予約願います。 �阿倍野税務署 法人課税第「鵡円 く代表電話) (06-6628-0221) 

14:30-15:30 ���20名 �インボイス制度説明会 

R4.9.15 � ���20名 �インボイス制度税関会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 9月8目17時までにお電話で 予約願います。 

20名 �インボイス制度説明会 

R4、9.7 � �東住吉税務暑 公益社団法人 東住吉納税協会 �〒547-8501 大阪市平野区平野西2-2- 2 (東住吉税務署会隣室) �20名 �インボイス制度説明会 【制度の概要】 �【要事前登録】 �東住吉税務署 法人繰税第1部門 (代表電話〉 (06-6702-0001) 

員4.10.5 �10:00-11:00 ���20名 

R4.11.9 � ���20名 

R4.12.7 � ���20名 ��開催日までにお書誌で登録 願います。 

R5.1.18 �10:00-11:00 ��〒547」的33 大阪市平野区平野西2-2- 5 (東住吉納税協会2踏会 練室) �30名 

R5.2.8 � ���30名 

R4.8.24 � �公益社団法人 住吉納税協会 住吉税務署 �〒558-0045 大阪市住吉区住吉2丁目9 番72号 (住吉納税協会2階会臨 空) �15名 �インボイス制度説明会 �【要事的予約】 8月22日17時までにお電話で 予約願います。 �公益社団法人 住吉納税協会 (06-6671-5601) 

15名 

R4.9.15 � ���15名 ��【愛車前予約】 9月13目17時までにお電話で 予約願います。 

15名 

R4.10.之6 � ���15名 ��【要事的予約】 10月24自17時までにお露語 で予約願います。 

13:30-14:30 ���1S名 

R4.11.24 � ���15名 ��【要事前予約】 11月22日17時までにお電話 で予約願います。 

13:30-14:30 ���15名 

R4.12.14 � ���15名 ��【要事前予約】 12月12目17時までにお電話 で予約願います。 

13:30-14:30 ���15名 

R4.8.24 � �西成税務署 公益社団法人 西成納税協会 �〒557「調54 大阪市西成区千本中1丁 目3番6号 (西成納税協会2踏全線 室) �20名 �インボイス制度説明会 �【要事請予約】 8月15目17時までにお電経で 予約扇います。 �西成税務署 管理運営郵門 (宙通電結) (06「)659-5133) 

R4.9.16 � ���20名 ��【要事的予約】 9月9日17時までにお電話で 予約願います。 �西成税務署 個人課税第1部門 (屯通電話) (06-6659-5135) 

R4.8.23 � �北税務署 �〒530-8585 大阪市北区串扇町7番13 号 (北税務署3膳大会綴室) �30名 �インボイス制度説明会 (消費税の仕組みから知りた 　い方向け) �【要事的予約】 8月16目17時までにお電話で 予約願います。 �北税務署 個人練税第1都田 (直通電軽) (06-8313-3290) 

R4.8.19 � �堺税務暑 �〒590-0955 堺市堺区宿院町東4丁2- �24名 �インボイス制度説明会 �【要事請予約】 8月12日17時までにお電線で 予約煩います。 �堺税務署 法人課税第1部門 

R4.9.13 � ���24名 ��【要事請予約】 9月6日17時までにお電話で 予約願います。 

R4.10.21 � ���24名 ��【要事的予約】 公益社団法人 �10堺納税会館 ���10月14日17時までにお電話 �(代表電話) 
堺納税協会 �(堺納税協会内4脇会践 室) ���で予約願います。 �(072-238-5551) (内線760、761) 

R4.11.7 � ���24名 ��【要事請予約】 10月31日17時までにお電話 で予約願います。 

R4.12.9 � ���24名 ��【要事請予約】 12月2目17時までにお書経で 予約願います。 



鼠4.8.25 � �公益社団法人 岸和田納税協会 岸和田税務署 �〒596・℃825 岸和田市土生町2-28-6 (岸和田納税協会内合繊 窒) �20名 �インボイス制度説明会 �【要夢前予約】 公益社団岸和田納税協会の ホームページからご予約願い ます。 �公益社団法人 岸和田納税協会 (代表電話) (072-422-1575) 

R4.9.15 � ���20名 

R4.10,13 � ���20名 

R4.11.10 � ���20名● 

R4.12.8 � ���20名 

R4.8.17 � �茨木税務署 �〒567-8565 茨木市上中条1丁目9番 21号 (茨木税務署3戸会織窒) �10名 �インボイス制度説明会 �【要事的予約】 8月10日17時までにお電話で 予約願います。 �茨木税務署 法人蝶競第1鵡門 (ダイヤルイン) (072-623-0114) 

巳4.8.24 � ���10名 ��【要事同予約】 8月17目17時までにお露語で 予約願います。 

鼠4.8.24 � �公益社団法人 �【対面方式】 〒571「調45 門真市殿島町8番10号 � �インボイス制度説明会 �【要事請予約】 �公益社団法人 

鼠4.9.14 � ���【対面】 30名 【z○○m】 500 

R4.10.17 � ���【対面】 30名 【z○○調】 500 

R4.10.21 � ���【対面】 30名 【z○○請】 500 

R4.11.9 � ���【対面】 30名 【z○○m】 500 ) ��大　　　の　は　ンライ �日16　　でに　　　　で � 

門真税務署 �【オンライン方式】 ウェビナー形式による Z○○肌での聴講 ��ン方式での参加となります。) �御予約をお願いします。 �(06-6908-4872) 

京4.12.8 � ���【対面】 30名 【z○○m】 500 

員5.1.26 � ���【対面】 30名 【z○○m】 500 

R5.2.9 � ���【対面】 30名 【之oo調】 500 

R5.3.23 � ���【対面 30名 【zoom】 500名 

R4.8.之6 � �東大阪税務署 公益社団法人 東大阪納税協会 �〒577-8668 東大阪市永和2丁目3番8 号 (東大阪税務署別館3隠 会隣室) �20名 �インボイス制度説明会 �【要事前予約】 8月19日17時までにお電鑑で 予約願います。 �東大阪税務署 法人謀議第1龍門 (代表電話) (06-6724-0001) (内縁611) 

R4.9.15 � ���20名 ��【要事的予約】 9月8目17時までにお電緒で 予約願います。 

★インボイス制度等説明会の後、登録申請相談会が開催されます。相談を受けたい方は説明会参加予約時に相談会予約も申し込んで下さい。個人事業者
の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。 (その歴には、マイナンバーカードの暗
証番号等が必要となりますので.事前にご確認下さい。

令和5年10月1日からインボイス制度(消費税の適格諸家富等保存方式)が施行されることになっております.登録締切
は令和5年3月31日です.登録前にしっかりと説明を受けておきましょう。
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