公益社団法人上野法人会 平成 30 年秋号 【決算法人説明会】 【新設法人説明会】
＜会場＞
朝日信用金庫西町ビル７階

法人会からのお知らせ

10 月 16 日（火） 11 月 6 日（火）
平成 31 年
11 月 8 日（木） 2 月 5 日（火）
12 月 4 日（火） 〈開催時間〉（決算・新設とも）

上野法人会のホームページ は情報満載です。

http://www.uenohoujin.or.jp/
「税

」

応じます！

裕美税理士による
伊介
法人・所得・相続・贈与・譲渡…

無料

お問合せ・お申込は

TEL 5818-1151

e-Tax(電子申告)
e-Tax
(電子申告)を体験しよう！
を体験しよう！
平成30年 9 月１９
月１９日(水)
(水)

14：00～16：00

第4回

平成30年11月１４
月１４日(水)
(水)

14：00～16：00

ご相談にも応じますので、
是非、お気軽にご利用ください！！

（台東区池之端１－２－２２ 上野合同庁舎 ＴＥＬ３８２１－９００１）

TEL 5818-1151

健診のご案内

※平成 30 年 8 月 31 日現在の情報です。 予告なく変更になる場合がございますので、 お問合せをお願いします。

料
入場無

脳 未 来に活かす

無料

タックススペース

【日 時】 平成30年

【会 場】

11 月 14 日（水）
18：00～1９：30

東天紅 上野本店
3F「鳳凰の間」

平成 30 年 上野法人会

秋

生活習慣病予防健康診断

オリエンタル上野健診センター

池谷 裕二 氏

人間ドック

【実施日】 平成 30 年

通年開催

11 月 5 日（月）
11 月 14 日（水）

ＰＥＴ/ＣＴ検査

申込書は上野法人会の
ホームページからも
ダウンロードできます。

医療法人社団高千穂会

西台クリニック画像診断センター
東京都板橋区高島平１－８３－８

上野法人会では、 『医療法人社団高千穂会 西台クリニック』
TEL 03-5922-0700（代）
との提携により、 微細ながんを早期に発見することが可能な
ＰＥＴ/ＣＴ検査を会員様向け特別価格でご受診いただけます。 （都営三田線西台駅西口改札より徒歩１分以内です！）

会員
特別価格

37,044円

（オプション検査は別料金）

※他にもコースがあります。

43,200円

（オプション検査は別料金）

台東区上野 1－20－11 鈴乃屋本店ビル地下 1 階
TEL 03-5816-0711（代）

がんの早期発見
早期発見に有効です

総合コース 52,552 円のところ

通常 51,840 円のところ
会員限定価格

オリエンタル上野健診センター

従業員およびそのご家族の方もご利用いただけます。

医療法人社団高千穂会 西台クリニック

今回同封のチラシを
ご覧ください！！

経営者様ご本人様、 従業員 ・ パート及びご家族様のご利用も可能です。

人間ドック 1 日コース
（完全予約制）

ゆうじ

お問合せはお電話で！
（公社）上野法人会 TEL 5818-1151 まで
上野法人会ＨＰ http://www.uenohoujin.or.jp/

所要時間は約 2 時間と短時間で効率よく受診！
【会 場】 台東区民会館（台東区花川戸２－６－５）
上野法人会会員様には、約 2 ヶ月前にご案内予定です。
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 東京支部

東京大学薬学部教授
いけがや

（一財）全日本労働福祉協会 春・秋年２回開催 「労働安全衛生法」 に基づく 「一般定期健康診断」 としてご利用できます。
1 日人間ドック形式

税を考える週間協賛
大型講演会

を知って

【受講対象】 新たにe-Taxを開始する方を対象といたします
（どなたでもご参加いただけます）
【使用テキスト】 税務署で用意します

上野法人会

※11 月以降の開催日程は変更
になる場合があります。
お電話にてお問合せください。

池谷裕二 氏 講演会

第3回

会員特別料金

9 月 18 日（火） 11 月 6 日（火）
11 月 13 日（火）
〈10 月〉
10 月 3 日（水） 11 月 20 日（火）
10 月 9 日（火） 11 月 27 日（火）
10 月 23 日（火） 申告以外の 税 に関する

共催 (公社)上野法人会・(公社)浅草法人会

年間５回同じ内容で開催致します。

詳しくは、上野法人会ＨＰをご覧いただくか
（公社）上野法人会までお問合せください。

〈11 月〉

詳しくは同封のチラシをご覧ください。
※どなたでもご参加いただけます
お申込をお待ちしています！！

＜実務セミナー＞

場】 東京上野税務署１階

（当日も空いている場合にはお受けします）

〈９月〉

【時 間】午前 9 時～ 12 時（30 分単位でのご予約になります）
【会 場】朝日信用金庫西町ビル 5 階（事務局内）
公益社団法人上野法人会

10：00 ～ 12：00

電話にて予約受付

開催日

決算申告・確定申告の

【会

無料

に関するご相談に

個別相談

＜会場＞
朝日信用金庫西町ビル４階

施設は、 人間ドック ・ 健診施設
機能評価認定をうけています。

＜お問合せ＞
上野法人会ホームページ
「会員特典」をご覧ください。 西台クリニック
担当 田中隆幸 まで！

・がん総合コース（面談あり）195,000 円（税別）のところ
会員特別価格

155,000 円

・ＰＥＴ/ＣＴコース（面談あり）145,000 円（税別）のところ
会員特別価格

90,000 円

