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印刷物や動画のご相談・お見積もり無料で承ります。詳しくはお近くの営業所までお問合せください。

佐賀県伊万里市大坪町乙4161-1
TEL 0955-23-5808 FAX 0955-23-1436

本　社 福岡県福岡市博多区山王一丁目14-4
TEL 092-475-6271 FAX 092-475-6274

福　岡
営業所

東京都新宿区高田馬場1-28-4 工新別館ビル6F
TEL 03-6302-1501 FAX 03-6302-1502

東　京
営業所
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今回の紙 マットコート（菊版48.5kg）

インキののりや発色が良く、細かい部分まで鮮明に印刷
できます。また、光の反射が少ないため、明るい場所で長
時間読んでも目が疲れにくいという特徴があります。

請求 書
㈱○○御中
11月分  131,200円

日付

11/1

11/1

11/2

…

合計

品名

魚

豚肉

タオルセット

※

※

※軽減税率対象

120,000円　　消費税　11,200円

金額

5,000円

10,000円

2,000円

10%対象　80,000円

8%対象　40,000円

××年11月30日

△△商事㈱
登録番号 T012345…

… …

消費税　　8,000円

消費税　　3,200円

インボイスへの対応の準備は万全ですか?
2023年10月1日から消費税インボイス制度がスタートしますタイム

リミット
が

迫って
きて

います！

インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは？

2023年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。インボイス制度

が導入されると、売手側と買手側は新たな義務を負います。インボイスを発行

できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られ、

免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

インボイス（適格請求書）とは？

インボイスとは売手が買手に対して正確な税率や消費税額を伝えるものです。具体的には登録番号や取引

内容、取引金額、消費税額など、法定事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収書等のことです。

売手側
の義務

様式例と
6つの法定
記載事項

買手側（課税事業者）から
求められた場合はインボイスを
交付し、その写しを保存
しなければなりません。

買手側
の義務

売手側（適格請求書発行事業者）が
発行したインボイスを保存しないと、
原則、仕入税額控除が
できなくなります。

2021年10月～

2022年1月～

インボイス制度開始と同時に登録を受ける場合の申請期限2023年3月31日

2023年6月～ ●受取インボイスの確定（様式、受取方法等）

●契約書（賃貸等）の整理

●諸経費の業務整理（営業経費の精算等）

●インボイス対応システムのテスト

2023年8月～ ●インボイス対応最終確認

●従業員への周知完了

インボイス制度の導入2023年10月1日

書類のインボイス対応から始めましょう

まずは自社の商流をもとに、自社が発行している書類のうち、取引先に消費
税額を通知している書類を確認しましょう。（取引先に迷惑をかけないため
にもきちんと対応しておく必要があります。）

書類に新たな記載事項が必要です

インボイスでは、これまでの記載事項の
ほか、新たに「登録番号」、「適用税率」、
「税率ごとに区分した消費税額」の3つ
の記載が必要になります。

各種書類の
インボイス対応、
三光が印刷で

サポートします！

制度開始と同時にインボイス発行事業者となるには、

2023年3月31日までに申請が必要です!!
制度開始と同時にインボイス発行事業者となるには、

2023年3月31日までに申請が必要です!!
現在は対応準備期間中です。

申請期限までは時間がありません！

■ 商流に沿って発行される一般的な書類

見積書 注文請書 納品書 請求書 領収書

（商談） （契約成立） （商品等の引き渡し）（債権の確定） （代金の受領）

❺適格請求書
　発行事業者の
　氏名または名称
　及び登録番号

❷取引年月日

❸取引内容
　（軽減税率の対象
     品目である旨）

❹税率ごとに区分して
　合計した対価の額
　（税抜または税込）
　及び適用税率

❻税率ごとに
　区分した消費税額等

❶書類の交付を
　受ける
　事業者の氏名
　または名称

赤文字の箇所が、
追記する必要がある
項目になります。

使用されている書類様式の
チェックも行います

まずはお気軽にお問合せください!

請求書等の
対応は令和4年中に
行うのがベストです。
早めに取り組み
ましょう！

2022年10月～ ●受取インボイスへの対応準備

●「適格請求書発行事業者」の登録

●自社発行インボイスの対応
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企画／デザイン／WEB制作／動画撮影・編集／印刷

幅広い年代の女性に、長きにわたって支持
されています。犯人探しに三姉妹が翻弄
されながらも、立ち向かっていく姿勢を応援
したくなります。
三姉妹のそれぞれの個性も奇抜でおもし
ろく、楽しく読めて夢中になってしまう作品
です。
是非、読んでみてください！

赤川 次郎
『三姉妹探偵団』

おすすめ社員
小手川 幸那さん

　全国旅行支援の県民割等で国内旅行が活発化し、福岡にも確実
に観光客が戻ってきた感があります。水際対策緩和による外国人
観光客も一気に増えだしました。どの自治体も観光誘致に再度
注力し、このところ観光系パンフレットや企画のご相談を受ける
ことが多くなりました。また飲食店さまからのお問い合わせも増え
てきています。逆に観光客急増（オーバーツーリズム）でお困りの
方もいらっしゃるかと。今後に期待や不安をお持ちの方、ぜひ一度
ご相談ください。さまざまな業界とお付き合いがある印刷会社
だからこそ、きっと良いご提案ができると思います。

　11月から第41期、新しい期を迎えました。
　前期最終月である10月に工場内の壁の修繕、塗装を終えました。
工場内が明るくなったように感じます。修繕後に新しい期を迎える
ことができ、気の引き締まる思いです。そして、設備環境に恵まれて
仕事ができるありがたさに改めて気づきました。これもお客さま
のおかげだと製造課一同、感謝しております。値上がりが進むなど
大変な中、物のありがたみ、人の大切さを改めて感じております。
今期もお客様に喜んでもらえるように製造課一同頑張っていき
ます。よろしくお願いいたします。

［キーワークス］各部署で積極的に取り組んでいる事や、それぞれの気付きなど仕事上でのキーワードを掲載していくコーナーです。KeyWorks

福岡営業所 / 所長 兼 営業部 課長　渡辺 啓史

私たち（印刷会社）だから、できること。
本社生産部 ／ 製造課 係長　西 克臣

工場内、壁の修繕。

　ファイルメーカーというソフトを使い、お客様からいただいた
チラシの原稿をJANコードで管理していく方法を勉強中です。こ
の情報管理により、制作スタッフは常に最新のものに更新された
商品のスペックや写真などを使うことができます。
　しかし使いこなすことが難しいので、内校班全体で共有してい
るOneNoteというソフトにマニュアルを作っています。これを活
用して他のメンバーと教えあいながら勉強することができ、心強い
です。まだまだ学ぶことはありますが、できることが少しずつ増え
ていき、大きなやりがいにつながっています。

本社生産部 ／ 制作課 内校 チーフ　岩橋 由紀子

データ管理

編集後記Editor's Note
『年末』
　早いもので2022年もあとわずかとなりました。温暖
化の影響でしょうか？朝晩は冷え込みますが日中は
暖かく、年末という感じがしないこの頃です。ご依頼の
お仕事を見てみると、年賀状や年始挨拶の入った機関
紙など季節を感じられるお仕事を多くいただいており
ます。まさに『気温ではなくお仕事で冬を感じる』これ
も業界ならではです。今年は戦争や円安など想定を
超える激動の１年でしたが、皆様はどのような年でした
でしょうか？おかげ様で今年も年末を迎えることが
でき、ありがとうございました。来年が皆様にとって
より良い年であることをお祈り申し上げます。

取締役 常務　山口 大司

三
光
の気

になるあの人を

❶ 入社年月日
❷ 仕事のやりがい
❸ 自分を一言で表すと？
❹ マイブーム
❺ 今後の目標

本社生産部／製造課　松尾 賢
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
造
詣
が
深
く
、
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同僚からの
コメント

20年ほど前にデビューしたSOUL’ｄ 
OUTの曲です。特徴的なサウンドと歌詞が
「世に出るのが早すぎた」といわれるほど
です。SOUL’ｄ OUTの曲はいつも元気を
くれる音楽でした。デビュー作の「ウェカピ
ポ」などは皆さんも聞いたことがあるのでは
ないでしょうか。「元気が欲しいな」と思った
ときは一度試してみてください。

SOUL’ｄ OUT
『To All Tha Dreamers』

おすすめ社員
小島 恵さん

❶ 2007年1月8日 入社
❷ お客様がイメージした通りの
　 印刷物に仕上がった時。
❸ 新しいもの好き
❹ 癒しを求めて日本茶の世界に
　 ハマっています。
❺ 心と体の健康第一。
　 時代の変化に取り残されないようにアンテナを磨く。

三光のスタッフの休日に密着！
リレー形式でご紹介します。

マイホリデー / 私の休日

11月3日（木）文化の日、私の地元、唐津で開催される「唐津
くんち」に行ってきました。新型コロナウイルスの影響で
しばらくは開催が見送られていたのですが、3年ぶりに実施
される運びとなりました。久々の開催ということもあり、以前
よりも大変多くの人で賑わっていました。

唐津くんちでは計14台の曳山が市内を巡行します。圧倒的
な大きさの曳山、胸に響いてくる太鼓や祭り囃子の音は、
やはり生で見ないとその迫力は伝わらないでしょう。
3年の空白期間のためか、いつも以上の感動がありました。
是非是非、皆さんも行ってみてください！

●唐津くんちに行ってきました！

●大迫力！曳山巡行と祭り囃子

今回は吉村さん担当です♪

座る時間が8時間以上の方は、4時間未満の方に比べて死亡リスクが約15%高くなるという
研究結果があるそうです。健康面や集中力が損なわれてしまうと、品質にも影響が出てしまい
ます。以前、スタンディングデスクを試してみたところ、腰への負担を軽減することが出来ま
したので、弊社でも取り入れてみてはどうでしょうか？

毎月、スタッフから業務改善や新商品のアイデアを募集するアイデアシート。

提出案の中から、社員投票で選ばれた今月のMVP獲得者をご紹介します！
Idea
sh

ee
t

田中 裕美さん
本社制作課

立石 あゆみさん
本社制作課

10月度MVP
業務改善アイデア スタンディングデスクの導入で腰への負担を軽減

今月は、年間の活動計画についての話し合い
を行いました。色々な企業様の取り組みや
テーマの候補となりうるものから各自興味
がある事項をピックアップして計画を固めま
した。新しい取り組みとしては、オフィスの
緑化計画などが組み込まれました。新たに
女性スタッフにも加わってもらい、女性目線
なども取り入れ新体制にて活動をしてまいり
ます。今後とも是非、ご一読くださいますよう
お願い申し上げます。

衛 生委員会だより■ 41期 衛生委員会が始動しました

本社営業部 営業課 係長　河﨑 和徳

今回のおすすめブログ記事は『かもめに乗って長崎へ〈前編
&後編〉』です。今年9月23日に開業した西九州新幹線。武雄
温泉駅～長崎駅間を最短23分で結びます。本ブログでは
やっと乗車することができた新幹線『かもめ』について、
にわか新幹線ファンの私が熱く語っております（笑）。

もちろん食情報も外せません！長崎名物トルコライス
が美味しいレストランや、サンドウィッ
チやトーストが人気の隠れ家的なお
しゃれカフェもご紹介しています♪
記事全文は右記QRコードからご覧
ください（一覧が表示されます）。

muchu!編集部：吉冨
（本社制作課）

弊社発行のフリーペーパー『情報誌muchu!』
公式ブログのおすすめ記事を紹介するコーナー むちゅう

情報誌muchu!の公式Twitter・Instagram・YouTubeチャンネルも更新中！ 情報誌muchu

ブログにmuchu!


