
年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

R5.5.15 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年５月11日（木）17時まで
にお電話で登録願います。
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.5.16 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年５月11日（木）17時まで
にお電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.16 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年５月12日（金）17時まで
にお電話で登録願います。
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.5.16 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年５月11日（木）17時まで
にお電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.17 09:30～11:30 埼玉県
さいたま市
大宮区

土手町3丁目184
大宮税務署
別館３階会議室

40名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

大宮税務署

【要事前予約】
令和５年５月15日（月）17時まで
にお電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大宮税務署
個人課税第一部門　又は
（048-641-6922（直通））
法人課税第一部門
（048-641-6924（直通））

R5.5.17 10:00～11:00 埼玉県 朝霞市
本町1丁目1-46
朝霞税務署
３階会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

朝霞税務署
【要事前予約】
令和５年５月12日（金）16時まで
にお電話で登録願います。

朝霞税務署
法人課税第一部門
（048-467-2211（代表））
（内線612）
※　お電話の際は、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択し、『内線
612』とお伝えください。

R5.5.17 10:00～11:00 埼玉県 熊谷市
仲町41番地
熊谷税務署
別館２階会議室

20名 インボイス制度説明会 熊谷税務署

【要事前予約】
令和５年５月16日（火）17時まで
にお電話でご予約願います。
駐車場に限りがありますので、公
共交通機関の利用など車での来
場はご遠慮ください。

熊谷税務署
総務課
（048-521-2905（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.17 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年５月12日（金）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.17 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年５月12日（金）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.17 14:00～15:00 埼玉県 熊谷市
仲町41番地
熊谷税務署
別館２階会議室

20名 インボイス制度説明会 熊谷税務署

【要事前予約】
令和５年５月16日（火）17時まで
にお電話でご予約願います。
駐車場に限りがありますので、公
共交通機関の利用など車での来
場はご遠慮ください。

熊谷税務署
総務課
（048-521-2905（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.17 14:00～16:00 埼玉県
さいたま市
大宮区

土手町3丁目184
大宮税務署
別館３階会議室

40名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

大宮税務署

【要事前予約】
令和５年５月15日（月）17時まで
にお電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大宮税務署
個人課税第一部門　又は
（048-641-6922（直通））
法人課税第一部門
（048-641-6924（直通））

R5.5.17 15:00～16:00 埼玉県 所沢市
並木1丁目7番
所沢税務署
別館第一会議室

30名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

所沢税務署、所
沢税務署管内青
色申告会連合
会、一般社団法
人所沢法人会

【要事前予約】
令和５年５月15日（月）17時まで
にお電話で登録願います。

所沢税務署
個人課税第一部門　又は
（04-2993-9100(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（04-2993-9126(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.18 09:30～10:30 埼玉県 所沢市
並木1丁目7番
所沢税務署
別館第一会議室

30名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

所沢税務署、所
沢税務署管内青
色申告会連合
会、一般社団法
人所沢法人会

【要事前予約】
令和５年５月16日（火）17時まで
にお電話で登録願います。

所沢税務署
個人課税第一部門　又は
（04-2993-9100(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（04-2993-9126(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新
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開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新

R5.5.18 10:00～11:00 埼玉県 春日部市
大沼2-12-1
春日部税務署
４階会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

春日部税務署
【要事前予約】
令和５年５月12日（金）17時まで
にお電話でご予約願います。

春日部税務署
法人課税第一部門
（048-733-2964（直通））

R5.5.18 10:00～11:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年５月16日（火）17時まで
にお電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.18

①13:00～14:00
②14:00～15:00
③15:00～16:00
④16:00～17:00

埼玉県 上尾市
大字西門前577番地
上尾税務署
３階会議室

各回
5名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請サポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年５月８日（月）16時までに
お電話で予約願います。

上尾税務署
【個人事業者の方】
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
【法人の方】
法人課税第一部門
（048-770-1813(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.18 13:30～14:30 埼玉県 春日部市
大沼2-12-1
春日部税務署
４階会議室

20名
インボイス制度説明会
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）

春日部税務署
【要事前予約】
令和５年５月12日（金）17時まで
にお電話でご予約願います。

春日部税務署
個人課税第一部門
（048-733-2961（直通））

R5.5.18 14:00～15:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年５月16日（火）17時まで
にお電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.22 10:00～11:00 埼玉県 朝霞市
本町1丁目1-46
朝霞税務署
３階会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

朝霞税務署
【要事前予約】
令和５年５月17日（水）16時まで
にお電話で登録願います。

朝霞税務署
法人課税第一部門
（048-467-2211（代表））
（内線612）
※　お電話の際は、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択し、『内線
612』とお伝えください。

R5.5.22 10:00～11:00 埼玉県
さいたま市
中央区

新都心1番地1
さいたま新都心合同庁
舎１号館
２階 講堂

250名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※終了後、説明会出席者を対
象とした個別質問（登録要否等
の相談）を受け付けています。

浦和税務署

【事前予約は不要です。】
定員に達した場合には、別の日
程でのご参加をお願いします（先
着順）。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

浦和税務署
特別記帳指導官部門
法人課税第一部門
（048-600-5400（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.5.23 09:30～10:30 埼玉県 川口市
青木2丁目2番17号
川口税務署
別館２Ｆ会議室

30名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※制度説明会終了後、「登録要
否相談会（30分程度)」を開催し
ます。

川口税務署

【要事前予約】
令和５年５月18日（木）17時まで
に連絡先へお電話でご予約をお
願いします。
ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

川口税務署
個人課税第一部門
（048-252-5186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.23 09:30～10:30 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名

インボイス制度説明会
　　～導入編～
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年５月19日（金）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
個人課税第一部門
（049-235-9465(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.23 10:00～11:00 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年５月19日（金）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
法人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.5.23 11:00～12:00 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名
インボイス制度説明会
　　～基礎編～
（制度の概要）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年５月19日（金）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
法人課税第一部門
（049-235-9447(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.23 13:30～14:30 埼玉県 川口市
青木2丁目2番17号
川口税務署
別館２Ｆ会議室

30名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※制度説明会終了後、「登録要
否相談会（30分程度)」を開催し
ます。

川口税務署

【要事前予約】
令和５年５月18日（木）17時まで
に連絡先へお電話でご予約をお
願いします。
ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

川口税務署
個人課税第一部門
（048-252-5186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.23 13:30～14:30 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年５月19日（金）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
法人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。
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年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新

R5.5.23 14:00～16:00 埼玉県 本庄市
駅南2-25-16
本庄税務署
２階会議室

20名

インボイス制度説明会
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）
※説明会（45分～60分程度）終了
後、引き続き「登録要否相談会」を
開催します。

本庄税務署

【要事前予約】
令和５年５月22日（月）17時まで
にお電話で登録願いします。
駐車場は台数に限りがあります
ので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

本庄税務署
個人課税部門　又は
（0495-22-2114(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税部門
（0495-22-2112(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.5.24 10:00～11:00 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年５月22日（月）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
個人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.5.24 13:30～14:30 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年５月22日（月）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
個人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.5.29 14:00～15:00 埼玉県 川口市
西川口4-6-18
西川口税務署
別館　第二会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

西川口税務署

【要事前予約】
令和５年５月25日（木）17時まで
にお電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

西川口税務署
個人課税第一部門　又は
（048-253-4680(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-253-4442(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.2 13:30～14:30 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名

インボイス制度説明会
　　～導入編～
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年５月31日（水）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
個人課税第一部門
（049-235-9465(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.2 15:00～16:00 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名
インボイス制度説明会
　　～基礎編～
（制度の概要）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年５月31日（水）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
法人課税第一部門
（049-235-9447(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.5 09:30～10:30 埼玉県 川口市
青木2丁目2番17号
川口税務署
別館２Ｆ会議室

30名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※制度説明会終了後、「登録要
否相談会（30分程度)」を開催し
ます。

川口税務署

【要事前予約】
令和５年６月１日（木）17時までに
連絡先へお電話でご予約をお願
いします。
ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

川口税務署
個人課税第一部門
（048-252-5186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.5

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 伊奈町
中央4丁目401番地
伊奈町商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年５月29日（月）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.5 13:30～14:30 埼玉県 川口市
青木2丁目2番17号
川口税務署
別館２Ｆ会議室

30名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※制度説明会終了後、「登録要
否相談会（30分程度)」を開催し
ます。

川口税務署

【要事前予約】
令和５年６月１日（木）17時までに
連絡先へお電話でご予約をお願
いします。
ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

川口税務署
個人課税第一部門
（048-252-5186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.6 10:00～11:00 埼玉県
さいたま市
中央区

新都心1番地1
さいたま新都心合同庁
舎１号館
２階 講堂

250名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※終了後、説明会出席者を対
象とした個別質問（登録要否等
の相談）を受け付けています。

浦和税務署

【事前予約は不要です。】
定員に達した場合には、別の日
程でのご参加をお願いします（先
着順）。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

浦和税務署
特別記帳指導官部門
法人課税第一部門
（048-600-5400（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.6 10:00～11:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月２日（金）17時までに
お電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.6

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 北本市
宮内7丁目148番地
北本市商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年５月30日（火）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.6 14:00～15:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月２日（金）17時までに
お電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
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年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新

R5.6.6 14:00～16:00 埼玉県 本庄市
駅南2-25-16
本庄税務署
２階会議室

20名

インボイス制度説明会
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）
※説明会（45分～60分程度）終了
後、引き続き「登録要否相談会」を
開催します。

本庄税務署

【要事前予約】
令和５年６月５日（月）17時までに
お電話で登録願いします。
駐車場は台数に限りがあります
ので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

本庄税務署
個人課税部門　又は
（0495-22-2114(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税部門
（0495-22-2112(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.7

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 桶川市
鴨川1-4-3
桶川市商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年５月31日（水）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.7 15:00～16:00 埼玉県 所沢市
並木1丁目7番
所沢税務署
別館第一会議室

30名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

所沢税務署、所
沢税務署管内青
色申告会連合
会、一般社団法
人所沢法人会

【要事前予約】
令和５年６月５日（月）17時までに
お電話で登録願います。

所沢税務署
個人課税第一部門　又は
（04-2993-9100(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（04-2993-9126(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.8 09:30～10:30 埼玉県 所沢市
並木1丁目7番
所沢税務署
別館第一会議室

30名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

所沢税務署、所
沢税務署管内青
色申告会連合
会、一般社団法
人所沢法人会

【要事前予約】
令和５年６月６日（火）17時までに
お電話で登録願います。

所沢税務署
個人課税第一部門　又は
（04-2993-9100(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（04-2993-9126(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.8

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 鴻巣市
本町6-4-20
鴻巣市商工会館
３階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月１日（木）16時までに
お電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.9 09:30～11:30 埼玉県
さいたま市
大宮区

土手町3丁目184
大宮税務署
別館３階会議室

40名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

大宮税務署

【要事前予約】
令和５年６月７日（水）17時までに
お電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大宮税務署
個人課税第一部門　又は
（048-641-6922（直通））
法人課税第一部門
（048-641-6924（直通））

R5.6.9

①13:00～14:00
②14:00～15:00
③15:00～16:00
④16:00～17:00

埼玉県 上尾市
大字西門前577番地
上尾税務署
３階会議室

各回
5名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請サポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月２日（金）16時までに
お電話で予約願います。

上尾税務署
【個人事業者の方】
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
【法人の方】
法人課税第一部門
（048-770-1813(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.9 14:00～16:00 埼玉県
さいたま市
大宮区

土手町3丁目184
大宮税務署
別館３階会議室

40名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

大宮税務署

【要事前予約】
令和５年６月７日（水）17時までに
お電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大宮税務署
個人課税第一部門　又は
（048-641-6922（直通））
法人課税第一部門
（048-641-6924（直通））

R5.6.13 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年６月８日（木）17時までに
お電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.13 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年６月９日（金）17時までに
お電話で登録願います。
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.6.13 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年６月８日（木）17時までに
お電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.14 10:00～11:00 埼玉県 朝霞市
本町1丁目1-46
朝霞税務署
３階会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

朝霞税務署
【要事前予約】
令和５年６月９日（金）16時までに
お電話で登録願います。

朝霞税務署
法人課税第一部門
（048-467-2211（代表））
（内線612）
※　お電話の際は、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択し、『内線
612』とお伝えください。

R5.6.14 10:00～11:00 埼玉県 熊谷市
仲町41番地
熊谷税務署
別館２階会議室

20名 インボイス制度説明会 熊谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月13日（火）17時まで
にお電話でご予約願います。
駐車場に限りがありますので、公
共交通機関の利用など車での来
場はご遠慮ください。

熊谷税務署
総務課
（048-521-2905（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。
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年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新

R5.6.14 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年６月12日（月）17時まで
にお電話で登録願います。
駐車場には限りがありますので、
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.6.14 14:00～15:00 埼玉県 熊谷市
仲町41番地
熊谷税務署
別館２階会議室

20名 インボイス制度説明会 熊谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月13日（火）17時まで
にお電話でご予約願います。
駐車場に限りがありますので、公
共交通機関の利用など車での来
場はご遠慮ください。

熊谷税務署
総務課
（048-521-2905（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.15 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年６月12日（月）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.15 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年６月12日（月）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.19 09:30～10:30 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名

インボイス制度説明会
　　～導入編～
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年６月15日（木）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
個人課税第一部門
（049-235-9465(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.19 11:00～12:00 埼玉県 川越市
大字並木452番地2
川越税務署
４階会議室

40名
インボイス制度説明会
　　～基礎編～
（制度の概要）

川越税務署
【要事前予約】
令和５年６月15日（木）までにお電
話で登録願います。

川越税務署
法人課税第一部門
（049-235-9447(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.19 14:00～16:00 埼玉県 本庄市
駅南2-25-16
本庄税務署
２階会議室

20名

インボイス制度説明会
（消費税の仕組みから知りたい
方向け）
※説明会（45分～60分程度）終了
後、引き続き「登録要否相談会」を
開催します。

本庄税務署

【要事前予約】
令和５年６月16日（金）17時まで
にお電話で登録願いします。
駐車場は台数に限りがあります
ので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

本庄税務署
個人課税部門　又は
（0495-22-2114(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税部門
（0495-22-2112(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.20 14:00～15:00 埼玉県 川口市
西川口4-6-18
西川口税務署
別館　第二会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

西川口税務署

【要事前予約】
令和５年６月16日（金）17時まで
にお電話で登録願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

西川口税務署
個人課税第一部門　又は
（048-253-4680(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-253-4442(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.22 10:00～11:00 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年６月20日（火）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
個人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.6.22 13:30～14:30 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年６月20日（火）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
個人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.6.23 10:00～11:00 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年６月21日（水）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
法人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.6.23 13:30～14:30 埼玉県 秩父市
日野田町1-2-41
秩父税務署
１階会議室

24名

消費税インボイス制度説明会
（消費税の基本的な仕組みか
ら知りたい方向け）
【消費税の仕組み、制度概要】

秩父税務署
【要事前予約】
令和５年６月21日（水）17時までに
お電話で予約願います。

秩父税務署
法人課税部門
（0494-22-4433（代表））
※お電話の際は、音声ガイダンス
に沿って『２』を選択してください。

R5.6.26 10:00～11:00 埼玉県 朝霞市
本町1丁目1-46
朝霞税務署
３階会議室

20名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

朝霞税務署
【要事前予約】
令和５年６月21日（水）16時まで
にお電話で登録願います。

朝霞税務署
法人課税第一部門
（048-467-2211（代表））
（内線612）
※　お電話の際は、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択し、『内線
612』とお伝えください。
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年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開 催 日 程 一 覧 表 （インボイス制度説明会） 【埼玉県】

　○　現在、開催が予定されている説明会等は以下のとおりです（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）。
　○　「留意事項」欄に【要事前予約】等と表示されている説明会等につきましては、その説明会等の連絡先にお電話等で事前にお問合せ・お申込みをお願いします。
　  　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
　○　事前登録の必要がない説明会等につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
　○　説明会等につきましては、会場入口における手指消毒及び検温の実施、マスクの着用や会場内の換気、出席者の氏名等の確認など、新型コロナウイルス感染症等の感
　　染拡大防止に配意した開催としており、今後の急激な感染拡大等によっては、開催を中止とする場合がありますのであらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所

説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

令和５年５月15日更新

R5.6.28 10:00～11:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月26日（月）17時まで
にお電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.28 14:00～15:00 埼玉県 越谷市
赤山町5丁目7番47号
越谷税務署
別館会議室

30名

インボイス制度説明会
※説明会終了後、参加希望者を対
象とした「個別相談会」を開催しま
す。

越谷税務署

【要事前予約】
令和５年６月26日（月）17時まで
にお電話で予約願います。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

越谷税務署
個人課税第一部門　又は
（048-965-8764(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
法人課税第一部門
（048-965-8174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.6.29 10:00～11:00 埼玉県
さいたま市
中央区

新都心1番地1
さいたま新都心合同庁
舎１号館
２階 講堂

250名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※終了後、説明会出席者を対
象とした個別質問（登録要否等
の相談）を受け付けています。

浦和税務署

【事前予約は不要です。】
定員に達した場合には、別の日
程でのご参加をお願いします（先
着順）。
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

浦和税務署
特別記帳指導官部門
法人課税第一部門
（048-600-5400（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.6.30

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 鴻巣市
本町6-4-20
鴻巣市商工会館
３階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月23日（金）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.7.3

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 伊奈町
中央4丁目401番地
伊奈町商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月26日（月）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.7.4 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年６月28日（水）17時まで
にお電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.7.4 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年６月30日（金）17時まで
にお電話で登録願います。
駐車場には限りがありますので、
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.7.4

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 北本市
宮内7丁目148番地
北本市商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月27日（火）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.7.4 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署

【要事前予約】
令和５年６月28日（水）17時まで
にお電話で予約願います。
免税事業者の方を対象としてい
ます。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.7.5 10:30～12:00 埼玉県 東松山市
箭弓町1-8-14
東松山税務署
２階会議室

25名
インボイス制度説明会
【制度の概要】

東松山税務署

【要事前予約】
令和５年７月３日（月）17時までに
お電話で登録願います。
駐車場には限りがありますので、
公共交通機関の利用など車での
来場はご遠慮ください。

東松山税務署
法人課税第一部門
（0493-22-0992（直通））

R5.7.5

①10:00～11:00
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:00～15:00
⑤15:00～16:00

埼玉県 桶川市
鴨川1-4-3
桶川市商工会
２階会議室

各回
3名

インボイス制度個別説明・相談会
（説明は、登録要否の相談も含め
て個別に行います。）
【消費税の仕組み、制度概要、登
録申請方法、申請のサポート】

上尾税務署
【要事前予約】
令和５年６月28日（水）16時まで
にお電話で予約願います。

上尾税務署
個人課税第一部門
（048-770-1804(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R5.7.6 10:00～11:30 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年６月30日（金）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。

R5.7.6 13:30～15:00 埼玉県 行田市
栄町17番15号
行田税務署
会議室

20名

インボイス制度説明会
【制度の概要】
※説明会（45分～60分程度）終
了後、引き続き「登録要否相談
会」を開催します。

行田税務署
【要事前予約】
令和５年６月30日（金）17時まで
にお電話で予約願います。

行田税務署
個人課税第一部門　又は
法人課税第一部門
（048-556-2121（代表））
※お電話の際には、音声ガイダン
スに沿って『２』を選択してください。
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