
 

 
  

11 月 25 日（木）14︓00〜15︓30

（公社）⿅沼日光法⼈会 オンラインセミナー 

令和５年（2023 年）10 ⽉から導⼊される適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）。難しい制度のように感じますが、制
度の仕組みを理解することは簡単です。⼤切なのは、変化する制度に備え、どのような準備が必要なのかを知っておくこと
です。具体的に現場で発⽣しうる事象を想定し、経理担当者をとりまく関係者の混乱、取引先とのトラブルを招かないよう
に準備を進めていきましょう。今回は、準備が必要な 3 つのポイントと、それぞれへの対処⽅法をご提案します。 

 

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの手順になります。 

  ＜セミナーに関するご留意事項＞ 

  本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。「Zoom」のアプリを使用します。 

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操作するものといたします。 

以下の項目に基づく損害について、鹿沼日光法人会および株式会社ブレーンは一切責任を負いません。 

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。 

 

 
1.インボイス開始までのスケジュールを把握しよう︕ 

インボイスは令和 5 年 10 ⽉ 1 日からスタートします。 
時系列に準備するスケジュールを⽴てることから始めてみましょう。 

A.令和 3 年の準備 B.令和 4 年の準備 C.令和 5 年の準備 

2.インボイスへの準備の３つのポイント 
今から準備しておくポイントは⼤きく分けて３つです。 

A.取引先の区分管理 B.請求書等のフォーマット変更 
C.経理実務の効率化を図る 

3.消費税の仕組みを理解すればインボイスへの不安が消える 
仕組みを理解すれば、具体的な対応策を⽴てられます。 

A.消費税課税事業者とは︖ B.仕⼊税額控除とは︖ 
C.インボイスは現⾏制度となにが異なる︖ 

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です。

Zoom 使用 

申込み １ 

申込サイトの 
参加希望フォームより
必要事項を送信 

申込み締切後２ 

オンラインセミナー事
務局より参加の案内メ
ールが届く 

前日3

再度参加の案内メール
が届く メール文中の
リンクよりテキストの
ダウンロード 

当日4 

参加の案内メールから
セミナーに参加 
※30分前から⼊場可能 

※登録フォームは鹿沼日光法人会およびＲＯＤ－ライブセミナー運営会社の株式会社ブレーンに送信されます。 

※登録フォームにてご記入いただいた個人情報は「お問い合せの対応」および「本サイトの情報提供」に関する業務のみで使用されます。 

セミナーカリキュラム 

受講料 無料 先着 50 名

下記申込サイトよりお申込みください。右記の OR コードからもサイトにアクセスできます。 

https://rod-m.com/211125/1457.html

申込締切日︓11 月 21 日（日） 
（公社）⿅沼日光法⼈会 MAIL︓kamihoh@lily.ocn.ne.jp   

TEL︓0289-65-1201

定 員

お問合せ 

申込方法 

税理⼠

＜講師プロフィール＞ 

⼤学卒業後、⼤手リース会社の営業職、税理⼠事務所
への転職を経て、平成28年4⽉に税理⼠登録、平成29
年11⽉に独⽴開業。YouTube「ゆるふわチャンネル」
は登録者数15,000名。各種媒体への執筆、セミナー、
オンラインサロン運営など幅広く経理・税務関連サポ
ートサービスを⾏う。 

伯⺟
う ば

 敏子
と し こ

 氏 

講 師
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