
インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

岐阜北
令和3年9月16日(木)

10:00～12:00

岐阜県岐阜市千石町一丁目４番地

岐阜北税務署（３階第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜北税務署

058－262－6131（代表）

個人課税第一部門（内線212）

岐阜北
令和3年10月19日(火)

10:00～12:00

岐阜県岐阜市千石町一丁目４番地

岐阜北税務署（３階第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜北税務署

058－262－6131（代表）

法人課税第一部門（内線315）

岐阜北
令和3年11月17日(水)

10:00～12:00

岐阜県岐阜市千石町一丁目４番地

岐阜北税務署（３階第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜北税務署

058－262－6131（代表）

個人課税第一部門（内線212）

岐阜北
令和3年12月8日(水)

10:00～12:00

岐阜県岐阜市千石町一丁目４番地

岐阜北税務署（３階第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜北税務署

058－262－6131（代表）

法人課税第一部門（内線315）

岐阜南
令和3年9月15日(水)

10:00～11:00

岐阜県岐阜市加納清水町４丁目２２－２

岐阜南税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜南税務署

058－271－7111(代表)

法人課税第一部門(内線314)

岐阜南
令和3年10月12日(火)

14:00～15:00

岐阜県岐阜市加納清水町４丁目２２－２

岐阜南税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜南税務署

058－271－7111(代表)

個人課税第一部門(内線213)

岐阜南
令和3年11月15日(月)

10:00～11:00

岐阜県岐阜市加納清水町４丁目２２－２

岐阜南税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜南税務署

058－271－7111(代表)

管理運営第一部門(内線112)

岐阜南
令和3年12月8日(水)

14:00～15:00

岐阜県岐阜市加納清水町４丁目２２－２

岐阜南税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

岐阜南税務署

058－271－7111(代表)

法人課税第一部門(内線314)

大垣
令和3年9月16日(木)

14:00～15:00

岐阜県大垣市丸の内二丁目３０番地

大垣税務署（３階大会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

大垣税務署

0584-78-4101（代表）

法人課税第一部門（内線312）

大垣
令和3年10月15日(金)

14:00～15:00

岐阜県大垣市丸の内二丁目３０番地

大垣税務署（３階大会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

大垣税務署

0584-78-4101（代表）

法人課税第一部門（内線312）

大垣
令和3年11月16日(火)

14:00～15:00

岐阜県大垣市丸の内二丁目３０番地

大垣税務署（３階大会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

大垣税務署

0584-78-4101（代表）

法人課税第一部門（内線312）

大垣
令和3年12月13日(月)

14:00～15:00

岐阜県大垣市丸の内二丁目３０番地

大垣税務署（３階大会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

大垣税務署

0584-78-4101（代表）

法人課税第一部門（内線312）

高山
令和3年9月17日(金)

10:00～11:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .
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主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

高山
令和3年9月17日(金)

14:00～15:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年10月22日(金)

10:00～11:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年10月22日(金)

14:00～15:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年11月19日(金)

10:00～11:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年11月19日(金)

14:00～15:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年12月10日(金)

10:00～11:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

高山
令和3年12月10日(金)

14:00～15:00

岐阜県高山市昭和町二丁目２２０番地

高山合同庁舎（２階会議室）
20名

マスクは確実にご着用ください（未着用者は入場をお断り

します）

高山税務署

法人課税第一部門

0577－32－1023(直通)

多治見
令和3年9月16日(木)

13:30～14:30

岐阜県多治見市白山町１丁目２０９番地

多治見税務署（２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

多治見税務署

0572-22-0101（代表）

法人課税第一部門（内線713）

多治見
令和3年10月13日(水)

10:30～11:30

岐阜県多治見市白山町１丁目２０９番地

多治見税務署（２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

多治見税務署

0572-22-0101（代表）

管理運営第一部門（内線212）

多治見
令和3年11月18日(木)

13:30～14:30

岐阜県多治見市白山町１丁目２０９番地

多治見税務署（２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

多治見税務署

0572-22-0101（代表）

個人課税第一部門（内線513）

多治見
令和3年12月6日(月)

15:30～16:30

岐阜県多治見市十九田町２－８

バロー文化ホール（２階大会議室）
60名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

多治見税務署

0572-22-0101（代表）

個人課税第一部門（内線513）

多治見
令和3年12月8日(水)

10:30～11:30

岐阜県多治見市白山町１丁目２０９番地

多治見税務署（２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

多治見税務署

0572-22-0101（代表）

管理運営第一部門（内線212）

関
令和3年9月30日(木)

10:00～11:00

岐阜県関市川間町２番地

関税務署（別館２階会議室）
20名

関税務署

法人課税第一部門

０５７５－２２－２２７１（直通）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .
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※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

関
令和3年10月26日(火)

10:00～11:00

岐阜県関市川間町２番地

関税務署（別館２階会議室）
20名

関税務署

個人課税第一部門

０５７５－２２－２２３７（直通）

関
令和3年11月19日(金)

10:00～11:00

岐阜県関市川間町２番地

関税務署（別館２階会議室）
20名

関税務署

法人課税第一部門

０５７５－２２－２２７１（直通）

関
令和3年12月8日(水)

10:00～11:00

岐阜県関市川間町２番地

関税務署（別館２階会議室）
20名

関税務署

個人課税第一部門

０５７５－２２－２２３７（直通）

中津川
令和3年9月17日(金)

14:00～15:00

岐阜県中津川市かやのき町４番３号

中津川合同庁舎（１階会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中津川税務署

0573－66－1202(代表)

法人課税部門(内線1271・1273)

中津川
令和3年10月20日(水)

10:00～11:00

岐阜県中津川市かやの木町４番３号

中津川税務署（中津川合同庁舎１Ｆ会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中津川税務署

0573－66－1202(代表）

法人課税部門(内線1271・1273)

中津川
令和3年11月15日(月)

10:00～11:00

岐阜県中津川市かやの木町４番３号

中津川税務署（中津川合同庁舎１Ｆ会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中津川税務署

0573－66－1202(代表)

法人課税部門(内線1271・1273)

中津川
令和3年12月9日(木)

14:00～15:00

岐阜県中津川市かやの木町４番３号

中津川税務署（中津川合同庁舎１Ｆ会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中津川税務署

0573－66－1202(代表)

法人課税部門(内線1271・1273)

静岡
令和3年9月22日(水)

10:00～11:30

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　 　 　 法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年9月22日(水)

13:30～15:00

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　　   　法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年10月27日(水)

10:00～11:30

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　   　　法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年10月27日(水)

13:30～15:00

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　   　　法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年11月11日(木)

10:00～11:30

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　   　　法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年11月11日(木)

13:30～15:00

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　　　 　法人課税第一部門（内線312・315・317）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

静岡
令和3年12月15日(水)

10:00～11:30

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　　　 　法人課税第一部門（内線312・315・317）

静岡
令和3年12月15日(水)

13:30～15:00

静岡県静岡市葵区追手町１０－８８

静岡税務署（別館１階会議室）
24名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

静岡税務署(０５４－２５２－８１１１(代表))

・個人事業者の方　個人課税第一部門（内線414・415・416）

・法人の方　　　 　法人課税第一部門（内線312・315・317）

清水
令和3年9月13日(月)

14:00～15:30

静岡県静岡市清水区江尻東１丁目５番１号

清水税務署（別館３階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

清水税務署

054－366－4161(代表)

法人課税第一部門(内線72)

清水
令和3年10月8日(金)

14:00～15:30

静岡県静岡市清水区江尻東１丁目５番１号

清水税務署（別館3階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

清水税務署

054－366－4161(代表)

法人課税第一部門(内線72)

清水
令和3年11月17日(水)

10:00～11:30

静岡県静岡市清水区江尻東１丁目５番１号

清水税務署（別館3階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

清水税務署

054－366－4161(代表)

法人課税第一部門(内線72)

清水
令和3年12月14日(火)

10:00～11:30

静岡県静岡市清水区江尻東１丁目５番１号

清水税務署（別館3階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

清水税務署

054－366－4161(代表)

法人課税第一部門(内線72)

浜松西
令和3年9月22日(水)

10:00～11:30

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年9月22日(水)

13:30～15:00

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年10月27日(水)

10:00～11:30

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年10月27日(水)

13:30～15:00

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年11月24日(水)

10:00～11:30

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年11月24日(水)

13:30～15:00

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松西
令和3年12月8日(水)

10:00～11:30

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

浜松西
令和3年12月8日(水)

13:30～15:00

静岡県浜松市中区中央一丁目１２－４

浜松西税務署（浜松合同庁舎９階会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

浜松西税務署

個人課税第一部門(053-555-7124(直通))

法人課税第一部門(053-555-7127(直通))

浜松東
令和3年9月10日(金)

10:00～11:00

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

9月9日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年9月10日(金)

13:30～14:30

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

9月9日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年10月4日(月)

10:00～11:00

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月1日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年10月4日(月)

13:30～14:30

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
２０名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月1日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年11月12日(金)

10:00～11:00

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月11日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年11月12日(金)

13:30～14:30

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月11日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年12月13日(月)

10:00～11:00

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

12月10日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

浜松東
令和3年12月13日(月)

13:30～14:30

静岡県浜松市中区砂山町１１８３

浜松東税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

12月10日15時までにお電話で登録願います。

浜松東税務署

０５３－４５８－１１１１（代表）

法人課税第一部門（内線３１１）

沼津
令和3年9月22日(水)

10:00～11:00

静岡県沼津市米山町　３－３０

沼津税務署（別館２階会議室）
18名 ９月16日（木）17時までにお電話で予約願います。

沼津税務署

法人課税第一部門

０５５－９２２－１５６６（直通）

沼津
令和3年10月21日(木)

14:00～15:00

静岡県沼津市米山町　３－３０

沼津税務署（別館２階会議室）
18名 10月14日（木）17時までにお電話で予約願います。

沼津税務署

法人課税第一部門

０５５－９２２－１５６６（直通）

沼津
令和3年11月16日(火)

10:00～11:00

静岡県沼津市米山町　３－３０

沼津税務署（別館２階会議室）
18名 11月11日（木）17時までにお電話で予約願います。

沼津税務署

法人課税第一部門

０５５－９２２－１５６６（直通）

沼津
令和3年12月22日(水)

14:00～15:00

静岡県沼津市米山町　３－３０

沼津税務署（別館２階会議室）
18名 12月16日（木）17時までにお電話で予約願います。

沼津税務署

法人課税第一部門

０５５－９２２－１５６６（直通）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

熱海
令和3年9月30日(木)

10:00～11:00

静岡県熱海市上宿町１４番１５号

熱海税務署（４階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱海税務署

０５５７－８１－３５１５(代表)

法人課税第１部門(内線３１１)

熱海
令和3年10月18日(月)

10:00～11:00

静岡県熱海市上宿町１４番１５号

熱海税務署（４階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱海税務署

０５５７－８１－３５１５(代表)

法人課税第１部門(内線３１１)

熱海
令和3年11月4日(木)

10:00～11:00

静岡県熱海市上宿町１４番１５号

熱海税務署（４階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱海税務署

０５５７－８１－３５１５(代表)

法人課税第１部門(内線３１１)

熱海
令和3年12月13日(月)

10:00～11:00

静岡県熱海市上宿町１４番１５号

熱海税務署（４階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱海税務署

０５５７－８１－３５１５(代表)

法人課税第１部門(内線３１１)

三島
令和3年9月29日(水)

10:00～11:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

9月28日(火)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年9月29日(水)

14:00～15:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

9月28日(火)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年10月27日(水)

10:00～11:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月26日(火)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年10月27日(水)

14:00～15:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月26日(火)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年11月26日(金)

10:00～11:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月25日(木)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年11月26日(金)

14:00～15:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月25日(木)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年12月9日(木)

10:00～11:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

12月8日(水)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

三島
令和3年12月9日(木)

14:00～15:00

静岡県三島市文教町一丁目４番３３号

三島税務署（別館会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

12月8日(水)17時までにお電話で登録願います。

三島税務署

法人課税第一部門

055－987－6942（直通）

島田
令和3年9月15日(水)

13:30～15:00

静岡県島田市扇町２－２

島田税務署（別館１階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

島田税務署

0547-37-3121（代表）

管理運営部門（内線132）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

島田
令和3年10月13日(水)

13:30～15:00

静岡県島田市扇町２－２

島田税務署（別館１階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

島田税務署

0547-37-3121（代表）

管理運営部門（内線132）

島田
令和3年11月10日(水)

13:30～15:00

静岡県島田市扇町２－２

島田税務署（別館１階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

島田税務署

0547-37-3121（代表）

管理運営部門（内線132）

島田
令和3年12月8日(水)

13:30～15:00

静岡県島田市扇町２－２

島田税務署（別館１階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

島田税務署

0547-37-3121（代表）

管理運営部門（内線132）

富士
令和3年9月24日(金)

13:30～14:30

静岡県富士市本市場町２９７番地の１

富士税務署（２階大会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

富士税務署

0545-61-2460（代表）

法人課税第一部門（内線413・414）

富士
令和3年10月13日(水)

13:30～14:30

静岡県富士市本市場町２９７番地の１

富士税務署（２階大会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

富士税務署

0545-61-2460（代表）

法人課税第一部門（内線413・414）

富士
令和3年11月12日(金)

13:30～14:30

静岡県富士市本市場町２９７番地の１

富士税務署（２階大会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

富士税務署

0545-61-2460（代表）

法人課税第一部門（内線413・414）

富士
令和3年12月21日(火)

13:30～14:30

静岡県富士市本市場町２９７番地の１

富士税務署（２階大会議室）
25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

富士税務署

0545-61-2460（代表）

法人課税第一部門（内線413・414）

磐田
令和3年9月14日(火)

14:00～15:00
静岡県磐田市中泉１１２番地４ 15

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

９月３日（金）午後４時までに、お電話で予約願います。

磐田税務署

0538-32-6111（代表）

法人課税第１部門（内線612）

磐田
令和3年10月13日(水)

14:00～15:00
静岡県磐田市中泉１１２番地４ 15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月４日（月）午後４時までに、お電話で予約願います。

磐田税務署

0538-32-6111（代表）

法人課税第１部門（内線612）

磐田
令和3年11月10日(水)

14:00～15:00
静岡県磐田市中泉１１２番地４ 15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月２日（火）午後４時までに、お電話で予約願います。

磐田税務署

0538-32-6111（代表）

法人課税第１部門（内線612）

磐田
令和3年12月7日(火)

14:00～15:00
静岡県磐田市中泉１１２番地４ 15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月25日（木）午後４時までに、お電話で予約願います。

磐田税務署

0538-32-6111（代表）

法人課税第１部門（内線612）

掛川
令和3年9月24日(金)

15:00～16:30

静岡県掛川市緑ヶ丘　２-11-４

掛川税務署（２階会議室）
20名 （法人）

掛川税務署

0537－22－5141(代表)

法人課税第一部門(内線272)

掛川
令和3年10月19日(火)

15:00～16:30

静岡県掛川市緑ヶ丘　２-11-４

掛川税務署（２階会議室）
20名 （個人）

掛川税務署

0537－22－5141(代表)

個人課税第一部門(内線242)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

掛川
令和3年11月12日(金)

15:00～16:30

静岡県掛川市緑ヶ丘　２-11-４

掛川税務署（２階会議室）
20名 （法人）

掛川税務署

0537－22－5141(代表)

法人課税第一部門(内線272)

掛川
令和3年12月13日(月)

15:00～16:30

静岡県掛川市緑ヶ丘　２-11-４

掛川税務署（２階会議室）
20名 （個人）

掛川税務署

0537－22－5141(代表)

個人課税第一部門(内線242)

藤枝
令和3年9月15日(水)

14:00～15:00
静岡県藤枝市青木二丁目３６－１７ 20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

藤枝税務署

054－641－0680(代表)

個人課税第一部門(内線152)

藤枝
令和3年10月19日(火)

14:00～15:00
静岡県藤枝市青木二丁目３６－１７ 20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

藤枝税務署

054－641－0680(代表)

法人課税第一部門(内線181)

藤枝
令和3年11月17日(水)

14:00～15:00
静岡県藤枝市青木二丁目３６－１７ 20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

藤枝税務署

054－641－0680(代表)

個人課税第一部門(内線152)

藤枝
令和3年12月10日(金)

14:00～15:00
静岡県藤枝市青木二丁目３６－１７ 20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

藤枝税務署

054－641－0680(代表)

法人課税第一部門(内線181)

下田
令和3年9月29日(水)

10:00～11:00

静岡県下田市六丁目３－２６

下田税務署（２階会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

下田税務署

法人課税部門　武田

0558-22-0863（直通）

下田
令和3年10月22日(金)

14:00～15:00

静岡県下田市六丁目３－２６

下田税務署（２階会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

下田税務署

法人課税部門　武田

0558-22-0863（直通）

下田
令和3年11月29日(月)

10:00～11:00

静岡県下田市六丁目３－２６

下田税務署（２階会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

下田税務署

法人課税部門　武田

0558-22-0863（直通）

下田
令和3年12月21日(火)

14:00～15:00

静岡県下田市六丁目３－２６

下田税務署（２階会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

下田税務署

法人課税部門　武田

0558-22-0863（直通）

千種
令和3年9月17日(金)

10:30～11:30

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年9月17日(金)

14:00～15:00

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年10月15日(金)

10:30～11:30

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

千種
令和3年10月15日(金)

14:00～15:00

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年11月15日(月)

10:30～11:30

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年11月15日(月)

14:00～15:00

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年12月13日(月)

10:30～11:30

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

千種
令和3年12月13日(月)

14:00～15:00

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

千種税務署　第一会議室
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。
・個人事業者の方       個人課税第一部門（内線114）

・法人の方       法人課税第一部門（内線413・415）

名古屋東
令和3年9月14日(火)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税（ちから）町三丁目

18番地

名古屋第三国税総合庁舎（1階会議室）

20名 9月9日（木）17時までにお電話で登録願います。

名古屋東税務署

個人課税第一部門

052-931-2514（直通）

名古屋東
令和3年10月6日(水)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税（ちから）町三丁目

18番地

名古屋第三国税総合庁舎（1階会議室）

20名 10月1日（金）17時までにお電話で登録願います。

名古屋東税務署

個人課税第一部門

052-931-2514（直通）

名古屋東
令和3年11月10日(水)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税（ちから）町三丁目

18番地

名古屋第三国税総合庁舎（1階会議室）

20名 11月5日（金）17時までにお電話で登録願います。

名古屋東税務署

個人課税第一部門

052-931-2514（直通）

名古屋東
令和3年12月9日(木)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税（ちから）町三丁目

18番地

名古屋第三国税総合庁舎（1階会議室）

20名 12月6日（月）17時までにお電話で登録願います。

名古屋東税務署

個人課税第一部門

052-931-2514（直通）

名古屋北
令和3年9月17日(金)

10:00～11:00

愛知県名古屋市北区清水５丁目６番１６号

名古屋北税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋北税務署

法人課税第１部門

０５２－９１１－２４７６(直通)

名古屋北
令和3年10月15日(金)

10:00～11:00

愛知県名古屋市北区清水５丁目６番１６号

名古屋北税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋北税務署

法人課税第１部門

０５２－９１１－２４７６(直通)

名古屋北
令和3年11月18日(木)

10:00～11:00

愛知県名古屋市北区清水５丁目６番１６号

名古屋北税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋北税務署

法人課税第１部門

０５２－９１１－２４７６(直通)

名古屋北
令和3年12月13日(月)

10:00～11:00

愛知県名古屋市北区清水５丁目６番１６号

名古屋北税務署（大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋北税務署

法人課税第１部門

０５２－９１１－２４７６(直通)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

名古屋西
令和3年9月29日(水)

14:00～15:30

愛知県名古屋市西区押切　二丁目７番21号

名古屋西税務署（三階会議室）
18名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋西税務署

法人課税第一部門

０５２－５２１－８２５０(直通)

名古屋西
令和3年10月26日(火)

14:00～15:30

愛知県名古屋市西区押切　二丁目７番21号

名古屋西税務署（三階会議室）
18名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋西税務署

法人課税第一部門

０５２－５２１－８２５０(直通)

名古屋西
令和3年11月16日(火)

14:00～15:30

愛知県名古屋市西区押切　二丁目７番21号

名古屋西税務署（三階会議室）
18名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋西税務署

法人課税第一部門

０５２－５２１－８２５０(直通)

名古屋西
令和3年12月17日(金)

14:00～15:30

愛知県名古屋市西区押切　二丁目７番21号

名古屋西税務署（三階会議室）
18名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋西税務署

法人課税第一部門

０５２－５２１－８２５０(直通)

名古屋中村
令和3年9月16日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市中村区太閤三丁目４番１号

名古屋中村税務署（１階会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋中村税務署052－451－1441(代表)

法人課税第一部門（内線312）

個人課税第一部門（内線112）

名古屋中村
令和3年10月21日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市中村区太閤三丁目４番１号

名古屋中村税務署（１階会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋中村税務署052－451－1441(代表)

法人課税第一部門（内線312）

個人課税第一部門（内線112）

名古屋中村
令和3年11月25日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市中村区太閤三丁目４番１号

名古屋中村税務署（１階会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋中村税務署052－451－1441(代表)

法人課税第一部門（内線312）

個人課税第一部門（内線112）

名古屋中村
令和3年12月16日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市中村区太閤三丁目４番１号

名古屋中村税務署（１階会議室）
14名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

名古屋中村税務署052－451－1441(代表)

法人課税第一部門（内線312）

個人課税第一部門（内線112）

名古屋中
令和3年9月14日(火)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税町三丁目18番地

名古屋第三国税総合庁舎（一階）

名古屋東税務署　一階会議室

20名

名古屋中税務署

法人課税第一部門

052－962－3148（直通）

名古屋中
令和3年10月6日(水)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税町三丁目18番地

名古屋第三国税総合庁舎（一階）

名古屋東税務署　一階会議室

20名

名古屋中税務署

法人課税第一部門

052－962－3148（直通）

名古屋中
令和3年11月10日(水)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税町三丁目18番地

名古屋第三国税総合庁舎（一階）

名古屋東税務署　一階会議室

20名

名古屋中税務署

法人課税第一部門

052－962－3148（直通）

名古屋中
令和3年12月9日(木)

10:00～11:00

愛知県名古屋市東区主税町三丁目18番地

名古屋第三国税総合庁舎（一階）

名古屋東税務署　一階会議室

20名

名古屋中税務署

法人課税第一部門

052－962－3148（直通）

昭和
令和3年9月28日(火)

10:00～11:30

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚１番地

の４

昭和税務署（第一会議室）

25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

9月27日(月)16時までにお電話で予約願います。

昭和税務署

052－881－8171(代表)

法人課税第一部門(内線314)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

昭和
令和3年10月21日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚１番地

の４

昭和税務署（第一会議室）

25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

10月20日(水)16時までにお電話で予約願います。

昭和税務署

052－881－8171(代表)

個人課税第一部門(内線414)

昭和
令和3年11月18日(木)

10:00～11:30

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚１番地

の４

昭和税務署（第一会議室）

25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

11月17日(水)16時までにお電話で予約願います。

昭和税務署

052－881－8171(代表)

管理運営第一部門(内線111)

昭和
令和3年12月17日(金)

10:00～11:30

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚１番地

の４

昭和税務署（第一会議室）

25名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

12月16日(木)16時までにお電話で予約願います。

昭和税務署

052－881－8171(代表)

法人課税第一部門(内線314)

熱田
令和3年9月21日(火)

9:30～10:40

愛知県名古屋市熱田区花表町7-17

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年9月21日(火)

13:10～14:20

愛知県名古屋市熱田区花表町7-18

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年10月19日(火)

9:30～10:40

愛知県名古屋市熱田区花表町7-19

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年10月19日(火)

13:10～14:20

愛知県名古屋市熱田区花表町7-20

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年11月9日(火)

9:30～10:40

愛知県名古屋市熱田区花表町7-17

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年11月9日(火)

13:10～14:20

愛知県名古屋市熱田区花表町7-18

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年12月21日(火)

9:30～10:40

愛知県名古屋市熱田区花表町7-19

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

熱田
令和3年12月21日(火)

13:10～14:20

愛知県名古屋市熱田区花表町7-20

熱田税務署
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

熱田税務署052-881-1541（代表）

個人の方（内線313　皆川）

法人の方（内線419　池田）

中川
令和3年9月22日(水)

10:00～12:00

愛知県名古屋市中川区尾頭橋　１－７－１９

中川税務署（３階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中川税務署

管理運営第一部門

０５２－３２１－１５１３(直通)

中川
令和3年10月13日(水)

10:00～12:00

愛知県名古屋市中川区尾頭橋　１－７－１９

中川税務署（３階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中川税務署

管理運営第一部門

０５２－３２１－１５１３(直通)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

中川
令和3年11月10日(水)

10:00～12:00

愛知県名古屋市中川区尾頭橋　１－７－１９

中川税務署（３階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中川税務署

管理運営第一部門

０５２－３２１－１５１３(直通)

中川
令和3年12月8日(水)

10:00～12:00

愛知県名古屋市中川区尾頭橋　１－７－１９

中川税務署（３階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

中川税務署

管理運営第一部門

０５２－３２１－１５１３(直通)

豊橋
令和3年9月17日(金)

14:00～15:00

愛知県豊橋市大国町１１１番地

豊橋地方合同庁舎

（１階大会議室）

30名
駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊橋税務署

0532－52－6201（代表）

法人課税第一部門（内線2371）

豊橋
令和3年10月21日(木)

14:00～15:00

愛知県豊橋市大国町１１１番地

豊橋地方合同庁舎

（１階大会議室）

30名
駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊橋税務署

0532－52－6201（代表）

個人課税第一部門（内線2247）

豊橋
令和3年11月18日(木)

14:00～15:00

愛知県豊橋市大国町１１１番地

豊橋地方合同庁舎

（１階大会議室）

30名
駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊橋税務署

0532－52－6201（代表）

法人課税第一部門（内線2371）

豊橋
令和3年12月3日(金)

14:00～15:00

愛知県豊橋市大国町１１１番地

豊橋地方合同庁舎

（１階大会議室）

30名
駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊橋税務署

0532－52－6201（代表）

個人課税第一部門 （内線2247）

岡崎
令和3年9月16日(木)

14:00～15:00

愛知県岡崎市羽根町字北乾地５０－１

岡崎税務署（５階会議室）
50名 ９月14日（火）16時までにお電話で登録願います。

岡崎税務署

法人課税第一部門

０５６４－５８－６５２４（直通）

岡崎
令和3年10月14日(木)

14:00～15:00

愛知県岡崎市羽根町字北乾地５０－１

岡崎税務署（５階会議室）
50名 10月12日（火）16時までにお電話で登録願います。

岡崎税務署

個人課税第一部門

０５６４－５８－６５１４（直通）

岡崎
令和3年11月16日(火)

14:00～15:00

愛知県岡崎市羽根町字北乾地５０－１

岡崎税務署（５階会議室）
50名 11月12日（金）16時までにお電話で登録願います。

岡崎税務署

個人課税第一部門

０５６４－５８－６５１４（直通）

岡崎
令和3年12月13日(月)

14:00～15:00

愛知県岡崎市羽根町字北乾地５０－１

岡崎税務署（５階会議室）
50名 12月9日（木）16時までにお電話で登録願います。

岡崎税務署

法人課税第一部門

０５６４－５８－６５２４（直通）

一宮
令和3年9月21日(火)

10:00～11:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年9月21日(火)

14:00～15:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年10月15日(金)

10:00～11:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

一宮
令和3年10月15日(金)

14:00～15:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年11月9日(火)

10:00～11:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年11月9日(火)

14:00～15:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年12月6日(月)

10:00～11:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

一宮
令和3年12月6日(月)

14:00～15:30

愛知県一宮市栄４丁目５番７号

一宮税務署（３階大会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

一宮税務署 0586-72-4331（代表）

個人課税第一部門　（内線212）

法人課税第一部門　（内線312）

尾張瀬戸
令和3年9月17日(金)

10:00～11:30

愛知県瀬戸市熊野町７６番地１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年10月21日(木)

10:00～11:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年10月21日(木)

14:00～15:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年11月15日(月)

10:00～11:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年11月15日(月)

14:00～15:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年12月10日(金)

10:00～11:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

尾張瀬戸
令和3年12月10日(金)

14:00～15:30

愛知県瀬戸市熊野町７６－１

尾張瀬戸税務署（２階会議室）
20名

尾張瀬戸税務署

０５６１－８２－４１１１(代表)

法人課税第一部門 (内線３１)

半田
令和3年9月14日(火)

13:30～15:00

愛知県半田市宮路町５０番地の５

半田税務署（東庁舎１階会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

半田税務署 0569-21-3141（代表）

法人課税第一部門（内線612）

個人課税第一部門（内線414）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

半田
令和3年10月15日(金)

13:30～15:00

愛知県半田市宮路町５０番地の５

半田税務署（東庁舎１階会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

半田税務署 0569-21-3141（代表）

法人課税第一部門（内線612）

個人課税第一部門（内線414）

半田
令和3年11月17日(水)

13:30～15:00

愛知県半田市宮路町５０番地の５

半田税務署（東庁舎１階会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

半田税務署 0569-21-3141（代表）

法人課税第一部門（内線612）

個人課税第一部門（内線414）

半田
令和3年12月7日(火)

13:30～15:00

愛知県半田市宮路町５０番地の５

半田税務署（東庁舎１階会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

半田税務署 0569-21-3141（代表）

法人課税第一部門（内線612）

個人課税第一部門（内線414）

津島
令和3年9月21日(火)

10:00～11:00

愛知県津島市良王町２丁目３１－１

津島税務署（別館２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津島税務署

0567－26－2161(代表)

法人課税第一部門(内線612)

津島
令和3年10月14日(木)

14:00～15:00

愛知県津島市良王町２丁目３１－１

津島税務署（別館２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津島税務署

0567－26－2161(代表)

法人課税第一部門(内線612)

津島
令和3年11月10日(水)

10:00～11:00

愛知県津島市良王町２丁目３１－１

津島税務署（別館２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津島税務署

0567－26－2161(代表)

法人課税第一部門(内線612)

津島
令和3年12月3日(金)

14:00～15:00

愛知県津島市良王町２丁目３１－１

津島税務署（別館２階会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津島税務署

0567－26－2161(代表)

法人課税第一部門(内線612)

刈谷
令和3年9月22日(水)

10:00～11:00

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年9月22日(水)

13:30～14:30

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年10月11日(月)

10:00～11:00

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年10月11日(月)

13:30～14:30

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年11月18日(木)

10:00～11:00

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年11月18日(木)

13:30～14:30

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

刈谷
令和3年12月10日(金)

10:00～11:00

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

刈谷
令和3年12月10日(金)

13:30～14:30

愛知県刈谷市若松町一丁目４６番地１

刈谷税務署(１階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

刈谷税務署

0566－21－6211(代表)

法人課税第１部門(内線213)

豊田
令和3年9月30日(木)

13:30～15:00

愛知県豊田市常磐町１－１０５－３

豊田合同庁舎

豊田税務署（５階共用大会議室）

20名

9月21日（火）17時までにお電話で登録願います。

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊田税務署

法人課税第１部門

０５６５－３５－７７７６(直通)

豊田
令和3年10月20日(水)

13:30～15:00

愛知県豊田市常磐町１－１０５－３

豊田合同庁舎

豊田税務署（５階共用大会議室）

20名

10月11日（月）17時までにお電話で登録願います。

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊田税務署

法人課税第１部門

０５６５－３５－７７７６(直通)

豊田
令和3年11月10日(水)

13:30～15:00

愛知県豊田市常磐町１－１０５－３

豊田合同庁舎

豊田税務署（５階共用大会議室）

20名

11月1日（月）17時までにお電話で登録願います。

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊田税務署

法人課税第１部門

０５６５－３５－７７７６(直通)

豊田
令和3年12月14日(火)

13:30～15:00

愛知県豊田市常磐町１－１０５－３

豊田合同庁舎

豊田税務署（５階共用大会議室）

20名

12月3日（金）17時までにお電話で登録願います。

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

豊田税務署

法人課税第１部門

０５６５－３５－７７７６(直通)

西尾
令和3年9月30日(木)

14:00～15:00

愛知県西尾市熊味町南十五夜４１番地の１

西尾税務署（1F会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

西尾税務署

0563-57-3111（代表）

法人課税第一部門（内線271）

西尾
令和3年10月20日(水)

14:00～15:00

愛知県西尾市熊味町南十五夜４１番地の１

西尾税務署（1F会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

西尾税務署

0563-57-3111（代表）

法人課税第一部門（内線271）

西尾
令和3年11月9日(火)

14:00～15:00

愛知県西尾市熊味町南十五夜４１番地の１

西尾税務署（1F会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

西尾税務署

0563-57-3111（代表）

法人課税第一部門（内線271）

西尾
令和3年12月7日(火)

14:00～15:00

愛知県西尾市熊味町南十五夜４１番地の１

西尾税務署（1F会議室）
15名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

西尾税務署

0563-57-3111（代表）

法人課税第一部門（内線271）

小牧
令和3年9月14日(火)

13:30～15:00

愛知県小牧市中央１－４２４

小牧税務署（４階会議室）
25

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

小牧税務署

0568-72-2111（代表）

法人課税第一部門（内線214）

小牧
令和3年10月18日(月)

10:00～11:30

愛知県小牧市中央１－４２４

小牧税務署（４階会議室）
25

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

小牧税務署

0568-72-2111（代表）

法人課税第一部門（内線214）

小牧
令和3年11月9日(火)

13:30～15:00

愛知県小牧市中央１－４２４

小牧税務署（４階会議室）
25

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

小牧税務署

0568-72-2111（代表）

法人課税第一部門（内線214）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

小牧
令和3年12月2日(木)

10:00～11:30

愛知県小牧市中央１－４２４

小牧税務署（４階会議室）
25

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

小牧税務署

0568-72-2111（代表）

法人課税第一部門（内線214）

新城
令和3年9月27日(月)

10:30～11:30

愛知県新城市新城税務署　会議室

新城市字裏野１番地１
15名

新城税務署

0536-22-2141(代表)

調査部門(内線31、32)

新城
令和3年10月12日(火)

10:30～11:30

愛知県新城市新城税務署　会議室

新城市字裏野１番地１
15名

新城税務署

0536-22-2141(代表)

調査部門(内線31、32)

新城
令和3年11月16日(火)

10:30～11:30

愛知県新城市新城税務署　会議室

新城市字裏野１番地１
15名

新城税務署

0536-22-2141(代表)

調査部門(内線31、32)

新城
令和3年12月14日(火)

10:30～11:30

愛知県新城市新城税務署　会議室

新城市字裏野１番地１
15名

新城税務署

0536-22-2141(代表)

調査部門(内線31、32)

津
令和3年9月14日(火)

10:00～11:00

三重県津市桜橋２－９９

津税務署（第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津税務署

０５９-２２８-３１３１（代表）

法人課税第一部門（内線６１３）

津
令和3年10月11日(月)

10:00～11:00

三重県津市桜橋２－９９

津税務署（第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津税務署

０５９-２２８-３１３１（代表）

個人課税第一部門（内線３１３）

津
令和3年11月25日(木)

10:00～11:00

三重県津市桜橋２－９９

津税務署（第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津税務署

０５９-２２８-３１３１（代表）

法人課税第一部門（内線６１３）

津
令和3年12月20日(月)

10:00～11:00

三重県津市桜橋２－９９

津税務署（第一会議室）
30名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

津税務署

０５９-２２８-３１３１（代表）

個人課税第一部門（内線３１３）

四日市
令和3年9月21日(火)

14:00～15:30

三重県四日市市西浦２丁目２－８

四日市税務署（２階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

四日市税務署

０５９－３５２－３１４１(代表)

法人課税第一部門（内線３１２）

四日市
令和3年10月14日(木)

14:00～15:30

三重県四日市市西浦２丁目２－８

四日市税務署（２階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

四日市税務署

０５９－３５２－３１４１(代表)

個人課税第一部門（内線２１２）

四日市
令和3年11月2日(火)

14:00～15:30

三重県四日市市西浦２丁目２－８

四日市税務署（２階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

四日市税務署

０５９－３５２－３１４１(代表)

個人課税第一部門（内線２１２）

四日市
令和3年12月1日(水)

14:00～15:30

三重県四日市市西浦２丁目２－８

四日市税務署（２階大会議室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

四日市税務署

０５９－３５２－３１４１(代表)

法人課税第一部門（内線３１２）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

伊勢
令和3年9月27日(月)

14:00～15:00

三重県伊勢市岩渕１－２－２４

伊勢税務署（２階大会議室）
10名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

伊勢税務署

法人課税第一部門

0596-28-3196(直通)

伊勢
令和3年10月15日(金)

14:00～15:00

三重県伊勢市岩渕１－２－２４

伊勢税務署（２階大会議室）
10名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

伊勢税務署

法人課税第一部門

0596-28-3196(直通)

伊勢
令和3年11月18日(木)

14:00～15:00

三重県伊勢市岩渕１－２－２４

伊勢税務署（２階大会議室）
10名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

伊勢税務署

法人課税第一部門

0596-28-3196(直通)

伊勢
令和3年12月15日(水)

14:00～15:00

三重県伊勢市岩渕１－２－２４

伊勢税務署（２階大会議室）
10名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

伊勢税務署

法人課税第一部門

0596-28-3196(直通)

松阪
令和3年9月28日(火)

14:00～15:00

三重県松阪市高町493番地6　松阪合同庁舎

松阪税務署　（１階会議室）
30名 ９月21日（火）17時までにお電話で予約願います。

松阪税務署 0598－52－3021(代表)

個人課税第一部門(内線252)

法人課税部門（内線211）

松阪
令和3年10月26日(火)

14:00～15:00

三重県松阪市高町493番地6　松阪合同庁舎

松阪税務署　（1階会議室）
30名 10月18日（月）17時までにお電話で予約願います。

松阪税務署 0598－52－3021(代表)

個人課税第一部門(内線252)

法人課税部門（内線211）

松阪
令和3年11月22日(月)

14:00～15:00

三重県松阪市高町493番地6　松阪合同庁舎

松阪税務署　（1階会議室）
30名 11月15日（月）17時までにお電話で予約願います。

松阪税務署 0598－52－3021(代表)

個人課税第一部門(内線252)

法人課税部門（内線211）

松阪
令和3年12月23日(木)

14:00～15:00

三重県松阪市高町493番地6　松阪合同庁舎

松阪税務署　（1階会議室）
30名 12月15日（水）17時までにお電話で予約願います。

松阪税務署 0598－52－3021(代表)

個人課税第一部門(内線252)

法人課税部門（内線211）

桑名
令和3年9月14日(火)

10:00～11:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 ９月13日（月）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署  0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年9月14日(火)

15:00～16:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 ９月13日（月）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年10月15日(金)

10:00～11:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 10月14日（木）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年10月15日(金)

15:00～16:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 10月14日（木）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年11月15日(月)

10:00～11:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 11月12日（金）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

桑名
令和3年11月15日(月)

15:00～16:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 11月12日（金）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年12月16日(木)

10:00～11:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 12月15日（水）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

桑名
令和3年12月16日(木)

13:00～14:00

三重県桑名市江場７番地６

桑名税務署（２階会議室）
20名 12月15日（水）16時までにお電話で登録願います。

桑名税務署 0594－22－5121(代表)

個人課税第一部門(内線133)

法人課税第一部門(内線312)

上野
令和3年9月14日(火)

10:00～11:00

三重県伊賀市緑ヶ丘本町１６８０番地

上野税務署（２階大会議室）
20名

上野税務署

法人課税部門

０５９５－２１－０９５３（直通）

上野
令和3年10月21日(木)

14:00～15:00

三重県伊賀市緑ヶ丘本町１６８０番地

上野税務署（２階大会議室）
20名

上野税務署

法人課税部門

０５９５－２１－０９５３（直通）

上野
令和3年11月10日(水)

10:00～11:00

三重県伊賀市緑ヶ丘本町１６８０番地

上野税務署（２階大会議室）
20名

上野税務署

法人課税部門

０５９５－２１－０９５３（直通）

上野
令和3年12月3日(金)

14:00～15:00

三重県伊賀市緑ヶ丘本町１６８０番地

上野税務署（２階大会議室）
20名

上野税務署

法人課税部門

０５９５－２１－０９５３（直通）

鈴鹿
令和3年9月8日(水)

14:00～15:00

三重県鈴鹿市神戸九丁目２４－２５（会議

室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

鈴鹿税務署

法人課税第一部門

059-382-0618（直通）

鈴鹿
令和3年10月7日(木)

14:00～15:00

三重県鈴鹿市神戸九丁目２４－２５（会議

室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

鈴鹿税務署

個人課税第一部門

059-382-0353（直通）

鈴鹿
令和3年11月16日(火)

14:00～15:00

三重県鈴鹿市神戸九丁目２４－２５（会議

室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

鈴鹿税務署

管理運営第二部門

059-382-0352（直通）

鈴鹿
令和3年12月2日(木)

14:00～15:00

三重県鈴鹿市神戸九丁目２４－２５（会議

室）
20名

駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠

慮ください。

鈴鹿税務署

法人課税第一部門

059-382-0618（直通）

尾鷲
令和3年9月28日(火)

10:00～11:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 ９月21日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年9月28日(火)

14:00～15:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 ９月21日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .



インボイス制度説明会開催日程表（令和３年８月27日現在）

主催署 開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。

尾鷲
令和3年10月22日(金)

10:00～11:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 10月12日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年10月22日(金)

14:00～15:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 10月12日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年11月30日(火)

14:00～15:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 11月24日（水）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年11月30日(火)

10:00～11:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 11月24日（水）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年12月21日(火)

14:00～15:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 12月14日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

尾鷲
令和3年12月21日(火)

10:00～11:30

三重県尾鷲市末広町１番３０号

尾鷲税務署（１階会議室）
8名 12月14日（火）17時までにお電話で登録願います。

尾鷲税務署

０５９７－２２－２２２２(代表)

法人課税部門（内線４１）

※会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをお願いします。

※定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。                 .

※新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止する場合がございます。                                     .


