
令和５年度 改正税法研修会の御案内 
          

令和５年２月吉日   

アルバ会計事務所 

TEL 06-4306-3072 

                                                  
 

拝啓 春寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

今年も税制改正に向けた動きが活発化してまいりました。 

インボイス等 中小企業経営者向けに重要な改正などのポイントをわかりやすく解説します。 

多数の参加申し込みをお待ちしております。 

                                       敬具 

令５年４月４日 (火) 15:30～17:00 

東大阪商工会議所 

４階 大会議室１ 

JR おおさか東線 「JR 河内永和駅」徒歩 2 分 

近鉄奈良線「河内永和駅」徒歩 1 分  

 

参加費 無料 

 

令和５年度 税制改正のポイント  
所長税理士  井上 岳彦 

 

・駐車場の数に限りがございますので、公共の交通機関のご利用をお勧めいたします。 

・新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、感染対策を講じて研修会を開催します。 

    130 名入れる研修室にて、定員 40 名とさせていただきます。定員に達し次第受付終了申し上げます。 

1 社 2 名様までの参加にご協力お願い致します。 

参加される皆様も、マスクの着用、手指消毒などの感染対策にご協力くださいますようお願いします。 

 

 

 

アルバ会計事務所 行               下の QR コードにて、パソコンまたは スマートフォン

からもお申込み頂けます。 

   お申込み FAX06-4306-3073                                                             

改正税法研修会参加申込書                                          

4 月４日（火） 研修会に参加いたします 

                                                                                        

御社名                                 

 

御氏名             御氏名             
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