■労働保険事務組合

当会では、厚生労働大臣

の認可を受け、これら労災保険・雇用保険の手続きの代行を格安
の手数料で行っております。
労災保険…従業員の通勤途中や仕事中のケガなどに対する保険。
雇用保険…万が一のときの失業に対して、一定の要件のもと失業
給付が支給される保険。
事業主の方は、従業員(アルバイト含む)を１名でも雇っていると
労働保険に加入しなければなりません。
【事務委託手数料(税抜き)】
年間 6,000 円

定額手数料
被保険者
規模別手数料
応益負担手数料

1 人につき

年間 1,000 円
500 円

臨時労働者１人につき

年間

特別加入者 1 人につき

年間 1,000 円

離職票発行 1 部につき

500 円

事務組合の青色申告会に委託するメリット
・申告・納付・申請等の事務の手間が省けます。
・保険料を年３回に分割納付できます。
（通常は年 1 回）
・事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。
（特別加入）
加入やお問い合わせは、青色申告会へご連絡下さい。
(一社)武蔵野青色申告会 担当 山口・小田原 TEL. 0422-53-8665

■一人親方労災保険

■プレミアム人間ドック（会員価格）
野村病院予防医学センターと協力して会員、会員の家族、従業
員も利用できる特別な健康診断が受診できるようになりました。
会員だけの特別な健康診断コースに加えて、特別オプション検査
もつけられます。
プレミアム人間ドック通常価格 54,648 円⇒会員価格 43,200 円
プレミアム脳ドック 通常価格 50,760 円⇒会員価格 43,200 円
さらに、特別オプション検査も会員価格で受けられます。
ご予約・お問い合わせは
医療法人財団慈生会 野村病院予防医学センター
月～土 8：00～16：45 TEL.0422-47-8811

ＷＥＢ：http://www.nomura.or.jp/preventive-reserve

■専門家の無料相談

毎月 1 回、専門家による無料相談
会を開催しております。予約制となっておりますので、ご利用の際
は、事前に事務局までお電話ください。※日程は都合により変更と
なる場合があります。会報又は事務局にてご確認ください。
不動産・相続・商取引・民事など
弁護士の相談

（2 月除く）

税理士の相談

法人設立相談など

東京税理士会

原則 毎月第 2 金曜日の午後

武蔵野支部

（2 月・3 月除く）

青色申告会では、会員の皆様をはじ
め・ご家族・従業員の方を対象に福利厚生事業として総合的な健
康診断を実施しております。この機会に自分の健康状態をチェッ
クしてみてはいかがでしょうか？
受診するすべての方に受けて頂く項目
検査項目

検査説明

医師問診

医師による問診・聴診

血圧測定

高血圧からくる病気の検査

尿検査

腎臓・泌尿器系の病気・糖尿病

心電図検査

心疾患の疑いの有無

胸部 X 線撮影

肺や心臓の病気の診断

視力検査

視力の検査

聴力検査

聴力の検査

胃部血液検査

胃の萎縮検査

金額

14,000 円

当会事務局にて

胃癌のもと・ピロリ菌の存在有無

血清アミラーゼ検査

ります。詳しくは

ご確認ください。

ピロリ菌
腫瘍マーカー

れる可能性があ

糖尿病など２２項目
急性の炎症や細胞の破壊

全員：胃がん、
男性：肺がん、女性：乳がん

すい臓の病気などの発見

※青色共済加入の方は 10％割引となります。
お申込みは、電話か FAX でお願いいたします。
(一社)武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 FAX. 0422-51-0826

■がん検診（PET

■㈱日本旅行

海外(マッハ、ベスト)・国内企画
商品(赤い風船)７％割引
但し、赤い風船の交通費用明示のセット企画は、宿泊費用のみが
対象となります。

申込先：㈱日本旅行ふれあいセンターTEL. 03-5369-3960

■近畿日本ツーリスト企画商品「メイト･ホリデ
イ」(国内・海外)３％割引
会員が 1 名でも参加すれば、近畿日本ツーリストの企画商品が、
いつでも基本料金の３％割引で購入する事ができます。
・申込と相談は、
「近畿日本ツーリスト ECC 本部」までお電話
ください。※代理店では割引されません。
ECC 本部 TEL. 03-6891-9301（平日 9：15～17：30）
■目黒雅叙園会員割引(首都圏４店舗)
①直営店舗のレストラン（旬遊紀・渡風亭・クラブラウンジ）
②ご宴会の利用(支払者会員に限る)上記①、②は飲食１０％割引
③ご婚礼は飲食５％割引（紹介も含む）申込時に提示の場合のみ
紹介者に目黒雅叙園利用券３万円の贈呈
〒153-0064

TEL. 0422-53-8665

日本政策金融公庫にて経営の近代化及び

流通機構の合理化促進対応等さまざまな貸付制度をご用意して
おります。お問い合わせは青色申告会か、日本政策金融公庫 三
鷹支店までご連絡ください。
（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665
日本政策金融公庫 三鷹支店（国民生活事業）相談係
三鷹市下連雀 3-26-9 サンシロービル 2F
（JR 三鷹駅 南口すぐ）
TEL. 0422-43-1151

■海外・国内・日帰り旅行・近隣散策

動脈硬化・肝機能・腎機能・

ＣＲＰ

〒112-8562 東京都文京区後楽１－３－６１
最寄駅 ＪＲ総武線「水道橋」駅徒歩約５分
都営地下鉄三田線「水道橋」駅徒歩１分、「春日」駅徒歩６分
東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅徒歩５分

最寄駅

東京都目黒区下目黒１－８－１
TEL.03-3491-4111（代表）
ＪＲ山手線・東急目黒線・地下鉄南北線・三田線
「目黒」駅 徒歩５分

・LUMI AMORE ルミアモーレ
〒105-0022

東京都港区海岸１－１１－１
ニューピア竹芝ノースタワー３階
TEL.03-5405-4414
平 日
１０：３０～１９：００（定休日 毎週火曜日）
土日・祝日 １０：００～２０：００
最寄駅 新交通ゆりかもめ「竹芝」駅徒歩１分
ＪＲ「浜松町」駅北口 徒歩７分

・アフィーテ目黒

※料金は改定さ

血液検査

■融資紹介

申込先 TEL.03-5805-2222

・目黒雅叙園

お申込み・お問い合わせは
（一社）武蔵野青色申告会

■青色健康診断

法律事務所

相続税・贈与税・譲渡所得税・

一人親方労災保険は国に

認可されている労働者災害補償保険制度です。もしもの事故に備
えて、国からの補償があり、本人はもちろん家族にとっても安心
な一人親方労災保険制度を是非ご利用ください。
お問い合わせは
(一社)武蔵野青色申告会 担当 小田原・広瀬 TEL. 0422-53-8665

原則 毎月第 4 木曜日の午後

オオノ・キド

■東京ドームホテル宿泊料３０％引

検査）会員割引

武蔵村山病院において PET 検査（がん検査）が会員価格にて
受診できます。 ご予約・お問い合わせは
社会医療法人財団 大和会武蔵村山病院
平日・土曜 8：30～17：00 TEL.0120-634-990

仲間同士で気軽に参加できる企画をご案内いたします。詳細は
会報等にてお知らせいたします。お問い合わせは
（一社）東京青色申告会連合会 TEL. 03-3230-3401
（海外旅行・国内旅行）
（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665
（日帰りバス・近隣散策）

■ラフォーレ倶楽部

全国に１３箇所あるラフォー
レ倶楽部の施設を会員料金で利用できます。会員やご家族での宿
泊、会議・研修会開催にも対応する施設も充実しております。
蔵王／那須／強羅／伊東／修善寺／山中湖／軽井沢／白馬八方
／琵琶湖／南紀白浜／東京／新大坂／白河
詳しくは http://plus.laforet.co.jp/ 法人会員№20344

■日光江戸村に個人でも団体料金で入村
できます！
日光江戸村「青色サービスパス」提示によりご利用いただけます。
料金等についてのお問合せは、下記問い合わせ先・ＨＰへ

(一社)武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665
ＨＰ：http://www.aoironavi.com/
ＨＰ：http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
日光江戸村 TEL 0288-77-1777
HP： http://www.edowonderland.net/html/ja/index.html

〒153-0043

東京都目黒区東山１－２２－９
TEL.03-3710-4110
平 日
１０：３０～１９：００（定休日 毎週火曜日）
土日・祝日 １０：００～２０：００
最寄駅 東急東横線、東京メトロ日比谷線「中目黒」駅徒歩８分

■東天紅 飲食１０％割引
東天紅の首都圏 11 店舗で飲食が１０％割引！
(企画商品（飲み放題等）は除く。他のご優待との併用は不可)
対象店舗：上野本店／東京国際フォーラム店／深川店／オペラシ
ティ東天紅／新宿店／恵比寿ガーデンプレイスタワー店／第一
ホテル両国店／横浜桜木町ワシントンホテル店／ＪＡＣＫ大宮
店／千葉スカイウインドウズ東天紅

お申込み・お問い合わせ

東天紅

TEL. 03-3828-5111

■東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
・サンクスフェスティバルを開催（土日祝日を含む全日を対象と
して実施します。※入園制限中パークはご利用できません。
・ 平成３０年度のサンクスフェスティバルの開催期間
・ パスポート割引料金
上記については、会報『むさし野』にて随時お伝えします。
コーポレートプログラム利用者専用ＷＥＢサイト
URL：dcp.go2tdr.com ※左記サイトから購入申込書をダウンロ
ードして利用する場合、ＩＤとパスワード、団体番号と団体名が
必要です。詳しくは、会報又は事務局までお問い合わせください。
（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665

■サンリオピューロランド
（１） 年に 1 回の『青色申告会スペシャルデー』を開催。
・この期間はパスポートが特別料金で購入できます。
※期間は、例年 10 月中旬から 2 週間です。
（２） アフタヌーンパスポートを割引料金で購入できます。
・休日のパスポート料金を特別な料金で購入できます。
※購入申込書が必要となります。
お申込み・お問い合わせ
（一社）武蔵野青色申告会

TEL. 0422-53-8665

■ホリプロ・キョードー東京舞台ご優待
ホリプロ、キョードー東京が企画した舞台のチケットを優待販売
します。
購入方法：ホリプロチケットセンター又はキョードー東京予約受
付センターへ電話、さらにウェブでの購入もできます。
優待販売する公演は会報でお知らせいたします。
・お問い合わせは
（一社）武蔵野青色申告会

TEL. 0422-53-8665

■三井住友トラスト VISA ゴールドカード
通常年会費 10,000 円+税が翌年度以降も

２,５００円＋税 （家族会員は 1,000 円+税）
ゴールドカードがあればこんなときにも安心!!
☆ 海外旅行だけでなく国内旅行の傷害保険もついている!!
☆ 日本国内の主要空港ラウンジが無料でご利用になれます。
☆ 90 日間のお買い物安心保険で高額商品購入時も安心！！

■ロードサービス VISA ゴールドカード
ゴールドカードの機能はそのままに、充実したカーライフをサポー
ト！！
通常年会費が 11,000 円＋税が翌年度以降も

３,０００円＋税 （家族会員は 1,000 円+税）
カード１枚に３つの機能！！
ロードサービス・ＥＴＣ・ゴールドカード

☆ 帰宅・宿泊サポートサービス
（お車が事故・故障で自走不能になった場合）
レンタカーを無料で手配!!お一人様当たり 21,000 円（税込）までご
負担!!最寄りの交通機関までの送迎サービス付き!!お一人様当たり
15,000 円（税込）までご負担!!「緊急宿泊費用サポート」の宿泊施設
等まで送迎サービス付き!!

☆ 緊急サポートサービス
お車の事故・故障・アクシデント等を、
「いつでも」
「どこでも」ロ
ードサービスのエキスパートが救援にうかがいます。

お問い合わせは
三井住友トラストカード(株)
（一社）武蔵野青色申告会

■あおいろ優待

TEL. 0120-834-928
TEL. 0422-53-8665

当会の会員証は便利でお得な優待カ

ード。ご家族でご利用できるお得がいっぱいです。会員証を優待対象
施設にてご提示いただくだけで優待が受けられます。優待施設は宿
泊・レジャー・温泉など目的にあわせてご利用ください。

《優待施設一覧》
あてま高原リゾートホテルベルナティオ、ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部、
富士急ハイランド、ふじやま温泉、阿伎留の四季、梅の湯、もえぎ
の湯・つるつる温泉 etc・・・

詳しい内容は、ホームページ http://www.aoironavi.com
または 【あおいろ優待なび】で検索！！
※掲載の内容は 2018 年 4 月 1 日時点のものです。

