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もっと、いい会社であるために。

総務広報委員長

（題字

顧問

成田秀雄

宮 原 松 雄）

田上町の新しい特産品！
田上町農商工連携地域協議会(事務局:田上町産業振興課内)・委員会が中心となり、
町民を対象と
した特産品に関するアンケート調査で評価の高かった、
町の地域資源を使った特産品開発を行ってお
ります。
平成23年、
24年にかけて、
田上町産のブランド梅「越乃梅」
とル･レクチェを使った商品開発に取組ん
でおり、
現在左から
「越のかりんこ梅」
「越の梅ドレッシング」
「ルレクチェドレッシング」
「越の梅味噌」
「越
の梅旨み醤油」の5品目の開発をしております。
また、
贈答品にも使
えるように箱詰め商品も開発しております。
地元田上生まれの農産物を使った商品を是非ご賞味下さい。
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2013年の干支は、
『癸巳
（みずのとみ、
きし）』
の年です。
公益社団法人三条法人会
会長 馬 塲 信 彦

新春のお慶びを申し上げます。今年の十干は、
「癸
（みずのと）」で、
甲・乙・丙の10番目です。十二支は「巳
（み・
し）」で、
「十干十二支」の組み合わせは60年で一周
しますが、本年は30番目の年「癸巳（みずのとみ、
きし）
の
年です。｢癸｣は、
「揆」の意味で、謀ごとを意味し、植物
の内部に出来た種子が大きさを測れるまで大きくなった
状態を表しています。｢巳｣は、十二支の6番目の｢ヘビ｣
で、生命力が強く｢命｣のシンボルとして、稲作の守り神と
して信仰されており、
そのことから財産の守り神にも崇め
られています。
「命」のシンボル、財産の守り神であります
巳年にあやかって頑張りましょう。
さて、少子高齢化と人口減少が始まっておりますが、
お気付きですか。私の仕事で出版業があります。戦後に
混乱した時代に一時まともな教科書が無かったことがあ
りました。その当時、新潟県立教育研究所の若手の先
生方の協力を得て、
県下の小学生から使っていただくた
めに社会科の副読本『わたしたちの町や村と新潟県』
の刊行を始めました。現在は、
『わたしたちの新潟県』
と
書名が変わっていますが、継続して刊行しております。
新潟県の小学校の児童数は昭和33年がピークで392千
名、
昭和48年には214千名。
平成23年には124千名とピーク時と比較すると1／3強
となっています。
このことは、
購入していただく児童が減っ
て行くであろうと思うからです。
20代～39歳の女性は今後も減り、今後50年で1／3近
くまで落ち込みます。
「女性が子どもを産まないのでな
く」、｢生む女性がいないことに気付くべきだ｣といわれて
います。今までのビジネスモデルは、
外国の技術を導入し
て沢山生産し、
薄利多売で外国に売って来たからで、
少
子化で労働人口が減少すれば供給が減少しコストが上
がり、仕事ができなくなります。かつて日本に負けた欧米
がやったように、高品質でしかも特許などがあり、
まねの
出来ない独創的な製品を作りだして行くことが出来なけ
れば、座して死を待つことになるとささやかれています。
ぜひ、安倍新政権で国内でのグローバル化を目指す、
｢モノづくりの方向性｣を示して欲しいと思います。
最後になりましたが、法人会の運営については、事務
局と試行錯誤しながら各地区会・親会の事業の見直しを
進めているところであります。各地区には歴史と伝統があ
り、画一的に進めることが難しいため、現場対応をしなが
ら前向きに進めております。
最終目標は、
『組織が一つ』
を
目指して努力してまいりますので、更なるご指導・ご支援・
ご協力をお願い申し上げ、
新年の挨拶とします。
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新年のご挨拶
三条税務署
署長 瀧

澤

富

夫

年頭に当たり、謹んで新年の祝詞を申し上げます。
公益社団法人三条法人会の会員の皆様方におかれ
ましては、
お健やかに新春をお迎えのことと、
心よりお慶
び申し上げます。
旧年中は、
馬塲会長を初めとする役員及び会員の
皆様方には、税務行政全般にわたり深いご理解と多
大なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、三条法人会におかれましては、 常日頃から
役員及び事務局を通じて積極的にe-Taxの利用勧
奨や広報活動に取り組んでいただき大変感謝いたし
ております。税務署では、
これから、平成24年分所得
税等の確定申告の時期を迎えます。会員の皆様方に
は、
従業員で医療費控除等の確定申告書を提出され
る方がおられましたら、ぜひe-Tax又は国税庁ホーム
ページの確定申告書作成コーナーを利用して作成い
ただきますようご指導をお願い申し上げます。
ところで、三条法人会は、昨年4月に公益社団法人
に移行されて、初めての新年を迎えられたわけです
が、
今後益々、
公益性の高い社会貢献活動を積極的
に実施されるとともに、各種研修会の開催や租税教
育活動など、意欲的な会活動を行われることと思い
ます。
このような様々な活動に対しまして、
税務署といたし
ましても非常に心強く感じると同時に、
できる限りの協
力をさせていただく所存でありますので、皆様方にお
かれましては、今後とも税務の良き理解者として積極
的なご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに当たり、
この新しい年が公益社団法人三条
法人会の益々のご発展と、
会員の皆様方のご繁栄の
年となりますよう心からご祈念申し上げまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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正副会長会議・理事会の開催
平成２４年９月２０日（木）、三条市旭町「二州楼会
議室」において、正副会長会議並びに理事会を開催
した。
議題は、①公益法人移行後の事業運営について
②専務理事退任に伴う退職金の支払いについて③そ
の他の３件について協議を行いました。
公益法人に移行したことにより、会計処理が大き
く変わり、従来の事業実施、会計処理をこのまま進め
ていくと、恒常的に単年度収支で毎年赤字の決算と

ならざるを得ない状況等が報告された。
今後の方針として、組織の在り方、事業の実施方法を含め、会計処理全体の見直しを行う必要がある
ことから、親会の役員、各地区会の役員、事務局を含めて、具体的な協議、相談が必要であり、組織等基
本部分に係る件については、理事会等の承認をえながら進めていくこと等その見直しの方向性が承認さ
れた。

平成２４年度

合同納税表彰式

「税を考える週間」行事に挙行される、恒例の合同

★三条税務署長

納税表彰式が１１月１２日、燕三条地場産業振興セン
表彰受賞者
ターにおいて、多数の来賓、関係者出席のもとに行わ （敬称略）
れました。
三条法人会関係者の受賞者をご紹介いたします。
永年にわたり税務行政の円滑化と納税道義の高揚
（公社）三条法人会
に多大な貢献をされ、会の健全な発展と税知識の普及
理事 佐藤敏夫
に尽力された方々に三条税務署長より、表彰状が授与
された。また、法人会長表彰も行われ、優良経理担当者に会長から表彰状並びに記念品が授与された。
受賞された優良経理担当者は次のとおりです。

★公益社団法人 三条法人会長表彰受賞者
（優良経理担当者表彰）（敬称略）
○三条地区会
㈱佐藤産業

地

野

幸

子

㈱佐藤産業

菅

井

愛

子

㈱スノーピーク

山

井

佳

子

㈱コロナ

難

波

陽

子

㈱コロナ

金

井

真由美

㈱鈴幸組

地

野

多美子

○見附地区会
㈲井カラシ

五十嵐

久

子

優良経理担当者表彰受賞者
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第２回法人会実務講座の開催 人事・労務・福利厚生関連の税務処理
（公社）三条法人会では、去る１０月２４日（水）午後１時３０分か
ら、税に関する２回目の実務講座を開催した。
講師は、公益法人アドバイザーでもある、中島祥貴税理士事務所の
中島祥貴所長より旅費、通勤費、慶弔費、福利厚生費等処理について、
事例に基づき、日常頻繁に問題となる事柄を中心に、その処理方法や
対応策を最近の税務調査の指摘も踏まえて振り返りながら、わかりや
すく説明を受けた。

租 税 教 室 の 開 催
当法人会では、税務当局のご協力をいただき次代を
担う生徒たちに税の仕組みや税の大切さを理解して頂
くため、管内高校５校で開催し税のまんが本、蛍光ペン
を配布し租税教室を開催し好評を得た。又、当法人会
も参画する租税教育推進協議会では、小学校２１校、
中学校７校でも租税教室を開催し、小学生にはＤＶＤ
による説明と税務署職員、税理士会の先生、三条地域
振興局職員、市職員からわかりやすい説明を行い好評であった。
高校生の租税教室開催状況
中学校
平成24年10月15日
平成24年10月24日
平成24年10月29日
平成24年11月07日
平成24年11月15日

小学校

三条市
見附市
加茂市
田上町

見附市
加茂市
三条市
三条市
三条市

日本海星高等学校
加茂暁星高等学校
三条高等学校
三条商業高等学校
新潟県央工業高等学校

２クラス ６０名
４クラス １０６名
１クラス
４１名
６クラス ２００名
５クラス １９８名

三条市 第三・大崎中学校
加茂市 葵・若宮・七谷
加茂・須田中学校

須頃・井栗・西鱈田・栄中央・大島・条南・大崎・上林・大浦・月岡小学校
見附第二・田井小学校
須田・加茂南・加茂西・石川・下条・七谷・加茂小学校
田上・羽生田小学校

海外取引企業の為のリスクマネジメントセミナー
中国における製造物責任の現状とリスク対策セミナー
講師 ＡＩＵ海外プラクティスチーム 吉竹
豪氏
ＡＩＵ海外プラクティスチーム 菱川 幸子氏

平成２４年１１月２１日、㈱遠藤リスクコンサルティング主催、ＡＩＵ保険
会社共催、
（公社）三条法人会三条地区会と（公社）燕西蒲法人会協賛
によるセミナーを開催した。
第一部では、ＡＩＵ海外プラクティスチーム、吉竹豪氏より、中国における消費者保護の動きの現状と題
し、ＰＬ法とＰＬ保険、日本企業のアジア進出、中国の社会環境とＰＬ事情等中国に製品を輸出する際の
具体的な注意点や事故事例などの情報説明を受け、第二部では、ＡＩＵ海外プラクティスチーム、菱川幸子
氏からは、事故事例から見た企業防衛の方法と題し、過去の事故事例、訴訟事例等の説明を受けるととも
に、実際に事故が起きたらどう対応するかについての説明を聞いた。
当日は３０名の参加者があり質疑では、企業が今抱えている具体例を挙げ多くの質疑があった。
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～税制改正に関する提言書を地元国会議員・市長・議長へ提出～
提言書は、公益財団法人全国法人会総連合が全国の単位法人会の要望事項を県
連単位で集約し、税制委員会で検討し取りまとめ、全法連の理事会の承認を経てま
とめたものです。三条法人会では、提言書を去る１２月１４日馬塲信彦会長、外山浩
玲税制委員長と事務局で國定勇人市長、熊倉均市議会議長
を訪ね直接提言書を手渡し、主旨説明を伝えると共に、地方
税法の関係では固定資産税等の負担軽減についても要望を行った。
引き続き１２月２７日菊田真紀子衆議院議員三条事務所を訪ね提言書を手渡し、併せ
て主旨を説明し要望を行いました。

～平成 25 年度税制改正に関するスローガン～（項目の抜粋）
（総 論）
○待ったなし。国・地方とも
聖域なき行政改革の断行を！
○活力ある経済社会の実現を目指し、
抜本的な税制改革を！
○予算の迅速な執行など、
万全な体制により被災地の早期復興を！
○所得税は広く薄く負担を求め、
努力した人が報われる税制の構築を！

○わが国企業の国際競争力確保のためにも、
さらなる法人税率の引き下げを！
○地域の活性化・雇用確保に資するためにも、
欧米並みの本格的な事業継承税制を！
○増税だけに頼るのではなく、
徹底した歳出削減の実施を！
○地方分権の推進のため、
三位一体改革の更なる徹底を！
○年金・医療・介護制度について改革を断行し、
持続可能な社会保障制度の確立を！

平成２５年度税制改正に関する提言（要約）
＜基本的な課題＞
Ⅰ．社会保障と税の一体改革と今後のあり方
1 社会保障制度のあり方に対する基本的な考え方
2 消費税引き上げに伴う対応措置
3 財政健全化に向けて
4 行政改革の徹底
5 今後の税制改革のあり方
6 共通番号制度の導入について
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
1 法人税率の引き下げ
2 事業承継税制の拡充
3 中小企業の活性化に資する税制措置
Ⅲ．国と地方のあり方
Ⅳ．震災復興
Ⅴ．その他
＜税目別の具体的意見＞
所得税関係
1 所得税のあり方
（1）基幹税としての財源調達機能を回復すべき
（2）最高税率を引き上げる方向にあるが、経済活力に悪
影響を与えること、地方税を含めて国際的に高い税率
水準にあることから、慎重に対応すべきである。
（3）各種控除制度の見直し
（4）個人住民税の均等割りは、応益負担原則の観点から
適正水準とすべき。
2 少子化対策
3 金融所得一体課税
法人税関係
1 同族会社の保留金課税制度の廃止

2	「中小企業者に対する法人税率の特例」の適用範囲見
直しは行うべきではない。
相続税・贈与税関係
1 相続税の課税強化は行うべきではない。
2 贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべき。
消費税関係
1 消費税の滞納防止
地方税関係
1 固定資産税の抜本的な見直しを求める。
	固定資産税に対しては、長期的な地価の下落にも関わら
ず負担感が高いとの声が多い。評価方法および課税方
式の抜本的見直しを求める。
① 宅地の評価は「収益還元価格」で評価すべき
②	居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に
見直すべき。
③	償却資産の評価は法人税の減価償却制度と連動し
た制度とすべき、また、将来的には償却資産に対する
課税廃止も検討すべき。
④	土地の評価は行政の効率化の観点から評価体制は
一元化すべき。
2 事業所税は二重課税であり、廃止を求める。
3	市町村民税の超過課税は課税の公平を欠くため解消す
べき。
4 法人に対する安易な法定外目的税は課すべきではない。
その他
1 配当に対する二重課税の排除
2 電子申告について
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青 年 部 会 の 活 動
青年部会経営戦略セミナー

青年部会長 長岡

信治

２４年１１月２２日（木）に三条市「餞心亭おゝ乃」において、経営戦略セミナー
を開催しました。
講師として、フリージャーナリストとして活躍されている、上杉隆氏を迎え、
「この
国の問題点～続・上杉隆の40字で答えなさい」のテーマで講演をいただいた。
日本の報道の実態・問題点について、東日本大震災による福島原発の事故
報道の実例等に基づき、実際のメディアの報道の現状から真実の報道がされて
いない、様々な問題があると指摘された。フリーランスは記者会見場にも入れ
ない仕組みになっている、結果として真実を伝えられなかった。
東京に駐在する世界のメディアも１０年前の五分の一に減少している、日本にいても発表される内容からは真
相がつかめない、日本にいても情報取れないということ。海外メディアも最近は、中国、香港、シンガポール、ソウ
ル等に情報収集拠点を移している。
現在の報道現場の実態について具体的な事例により大変興味深い話が聞けた。

女 性 部 会 の 活 動
「セミナー＆やさしい税金教室」の開催

女性部会長 長谷川

彩子

女性部会では、
［税を考える週間］行事の一環として毎年三条税 務署長、署
幹部の方々、のご指導で「やさしい税金教室」を開催しています。
今 年も１１月２８日（水）三条市ロイヤルホテルで開催した。第一部は㈱モア
クリエイション代表取締役の柴田光栄氏より「老舗に学ぶ経営のポイント」と題
し講演をいただいた。長寿企業・なぜ続くのか・どこにポイントがあるのか、実
態調査から、１００年以上続いている企業は日本は約55,0 0 0社、ドイツは3,0 0 0
社であり、日本は大変多い。一方企業の寿命は日本
は約５２年、アメリカは約２４年である。一人の社長の任期は約２８年、した
がって３代目が難しいということもこの辺から言われることと思う。
伝 統の維持は革新の連続であり、長寿企業といわれる老 舗ほど、環境・時
代・顧客ニーズに合わせた新しい商品価値の提供をし、個性・らしさを明らか
にして、常に強みを作っている。企業の実態調査に基づく内容により老舗経営
のポイントをわかりやすく聞いた。
第二部は、三条税務署長の瀧澤富夫氏より「税金よもやま話」と題し国税通則法の改正の内容について、詳細
説明を聞くと共に、署長自身の税務調査の実体験の事例も含めてわかりやすい話を聞いた。その後の、
「身近な
税金問題について」と題し座談会を開催、参加者から、法人会の会員シールは効果があるのか、事前通告なしで
調査に入られたが等鋭い質問にも丁寧にお答えいただき本音の意見交換ができた。

三条市社会福祉協議会にタオルの寄贈
女性部会（長谷川彩子部会長97名）では、地域社会貢献活動の一環として、去る
１２月２６日三条市東本成寺、社会福祉法人三条市社会福祉協議会に長谷川部会長、
小越副部会長、事務局の３名がタオル６００本を持参、小林事務局長にお渡しした。
小林事務局長からは、福祉施設ではタオルはいくらあっても足りない状況で大
変助かります、有効に活用させて頂きますと、感謝の言葉をいただいた。
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企業訪問
越後長野温泉 妙湶和楽

嵐渓荘
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【会社の概要】
●代 表 者 代表取締役 大竹 啓五
●創
業 昭和 2 年
●住
所 〒 955-0132 新
 潟県三条市長野 1450
電話 0256-47-2211 FAX 0256-47-2216
●資 本 金 3000 万円
●従業員数 男性 11 名 女性 10 名
●事業内容 温泉旅館
● e-mail onsen@rankei.com
● URL http://www.rankei.com/

三条市の奥 座敷（旧下田村）に守門
岳、八十里 越えの山々に源を発する守
門川の流れのほとり、山間の渓流沿い
に立つ「嵐渓荘」を訪問した。3 0 0 0 坪
の敷 地に、本館「緑 風 館」と渡り廊 下
で結ばれた木造「りんどう館」、鉄 筋3
階建て「渓 流 館」の3 棟の建物で客室
は計17室がある。
本館「緑風館」は昭和8年頃、燕駅前
にあった旅館を移築したもので、木造3
階建ての入母屋造、桟瓦葺き屋根部分
に案 望 楼を載 せ ている。築 8 0 年を数
え、平成24年8月、国の有形文化財に登録された歴史ある温泉旅館である。
平成23年7月の集中豪雨で川が氾濫し、旅 館のシンボルでもあった「吊り橋」が壊れ、館内は１ｍ程浸
水する大打撃を受けたが、従業員や地域の人々等たくさんの人の懸命な努力と気力で、水害発生から12日
目には復旧を果たした。
（※川の復旧工事が進行中である為、吊り橋が架かるのは数年先である。）
温泉は自家源泉が2本、男女別の内湯、露天風呂のほか、
無料の貸切風呂が二つある。
泉質はナトリウムー塩化物冷鉱泉（高張性 中性 冷鉱泉）。
塩分が入っているので、身体がつるっとしてお肌に良い。
皮膚病、切り傷、冷え性、婦人病、神経痛、肩こり、疲労回復
に効果があると言われている。
料理は山菜や川魚など地元の素材をベースに季節の旬を取り入れた田舎
料理が中心であるが、利用客の要望にも応じてくれる。
また、お祝い事や、忘新年会、会議なども開催できる宴会場も備えている
ので少人数～団体客まで幅広い対応が可能である。
当館の最大の強みは、お金では買えない「自然の豊かさ」にある。周りに
は何もない秘湯の一軒宿であるが、冬でも道路は整備されており、車で行
くにも心配はいらない。春夏秋冬、四季折々に其々の風情を見せてくれる。
「情緒豊かな自然と温泉」、
「心のこもった料理とおもてなし」この絶妙な
調和が旅人の心と身体を癒してくれる。
＝社長への取材を終えて＝
「暫くこのままゆっくりとしていたい」 そんな気分になる温泉旅館である。
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生き る

〜 健康法・趣味〜

「大人の休日」

原山化成工業株式会社
代表取締役

原山
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活き活きとした毎日を送るために
義史 様

９月の休日に太宰 治（修治）
の生家を訪ねる旅に出ま
した。
出発地は見附駅 目的地は金木駅 ９３５．
１Km
７時間３０分の旅です。
五所川原よりの２両編成の津軽鉄道（冬はストーブ列
車）
ではガイドさんが周辺の観光案内をされ東日本大
震災の状況・津軽三味線・馬の産地・四季の暮らしな
ど遠くへ来たことを実感しました。
金木駅からはまず妻子をつれ１年３ケ月疎開暮らし
をした「太宰 治 疎開の家」へ。家主の解説で太宰
が主筆した机でポーズを取り、非凡な人生を歩んだ中
での幸せな時代を知った。
その後生家「斜陽館」へ 津島家の財力と修治を
育んだ家・環境を垣間見ることが出来ました。
自由奔放な生き方を影で支えていたのはやはり津島
家でありました。
一代で油売りから大地主へさらに貴族
院議員へ登り詰めた父そして大財閥の６男として封建
社会に反発する修治、
（人からうしろ指を差されるような
愚行を演じたのは私ひとりであった。
苦悩の年鑑より）
そんな修治を暖かく迎える家族。現代では親・兄弟さえ
も無関心になりがちですが、
「 寅さん」の映画のように
実家・家族とは何かを考えさせられる旅でした。
自分の生い立ちの運命に反発しつつも津島家に頼
らざるをえない自分。農地解放により没落する津島家と
愛人と入水自殺する寂しがりやの修治。
散りゆく桜が美しいように津島家と自殺未遂、
心中未
遂、
薬物中毒など病的な修治が美化されます。
ところで母・た
ねの部屋の銀の
襖に書かれた漢
文に「斜陽」の２
文字があり、
「斜
陽館」の由来は
この「斜陽」から
時間を作ってまた旅に出たいものです。 だそうです。

有限会社 小池時計店 コイケメガネ
代表取締役 小池

俊木 様

気が付くと年男になります。男性は８の倍数の年齢
で、
身体に変化をもたらすなんていうことを聞いたこと
がありますが、最近思うことは、
アルコールが好きなの
で、つい調子に乗ってたくさん飲んでしまいますと、若
い頃と違って、翌日に残ってしまうことが多くなってきた
気がします。心当たりのある方はたくさんいらっしゃると
思います。
「酒は百薬の長」なんて言いますが飲みすぎればた
だの毒。良薬は口に苦しとは逆に、悪薬は口に甘いと
言うか、
やはり美味しく感じるのでしょうか？毎度、健康
診断の結果を見ると、
いろんな数値が気になるようにな
りましたが、
その都度、
医師から返ってくる答えは決まっ
たように、
体重を落とせば良くなると言われます。
要するに運動不足によるカロリーオーバーが原因で
はないかと思われます。運動をしたり、食べる量を減ら
したり、
気の持ちようだとは思いますが、
そう簡単にでき
ることではありません。
大した趣味はありませんが、私は旅行をすることが
好きです。
そして、食文化を楽しむことです。当然なが
ら外国でも国内でもその地域のアルコールがあります。
もちろん多少の好き嫌いや当たりはずれがありますが、
とりあえず試してみることです。
ビールにしてもその国で
飲むから美味しいとか、
お酒にしてもその地域で飲む
から美味しいとか、要するに、
そこで人と交わり空気に
触れながら楽しむから美味しく感じるわけです。
日本酒のお燗の仕方、
ワインや焼酎等、
いずれにし
ても凝り始めると限りがありませんから、常に程々を心
掛けながら、飲み過ぎず、
また、呑まれないように、美味
しいお酒をいただき、
そして、
気分を切り替えて、
この地
域の皆様のためのお役に立つ仕事に取り組んで参り
たいと思います。

皆様もいかがですか。

編集後記
明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
さて昨年末、政権交代がなされ、日本も新たな道を歩み始め、政治、経済等いろいろな局面で大きなうねりが続いて
いるように思います。三条法人会も公益社団法人としてスタートしてから半年以上たちました。今回の法人会だよりでは
新しく生まれ変わった三条法人会の情報、活動などを皆様にわかりやすくお伝えできればと、編集委員一同一生懸命
企画いたしました。如何でしたでしょうか。
まだまだ寒い日が続きます。会員の皆様にはくれぐれも風邪等にご注意され、健やかにこの冬を乗り切っていただけ
ればと祈念して筆をおきます。
（総務広報委員長 成田秀雄）
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新潟支店

〒951-8068
新潟県新潟市中央区上大川前通六番町 1214-2
TEL.025-223-6231 FAX.025-228-7256

（受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで 土・日・祝日・年末年始を除く）

法人会会員企業にお勤めの皆様には、
お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

医療保険なら

がん保険なら

■引受保険会社（お問い合わせ先）

新潟支社

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル4F
法人会フリーダイヤル

0120-876-505
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