
代表取締役　齊藤 保

荻窪に根を張るIT会社

コンピュータのプログラムを作る仕事は機械化ができません。他の
製造業と、ここが違うところです。どちらかというと、清掃業とか建
設業などと近い、「人」が担う役割がとても大きい業界です。オート
メーション化はできないので、如何に「人」＝エンジニアを育てるか
が勝負です。
また一方で世間の人々はコンピュータエンジニアは特殊な仕事であ
ると感じています。

私は今まであらゆる経歴の持ち主をエンジニアに育て上げてきまし
た。そこに最も自信を持っています。現在、弊社は35名の社員が働い
ていますが、これといった採用活動を行った記憶がありません。お金
をかけて優秀な人材を採用するのではなく、人材は育てる。それが社
員の自然増につながると考えています。それが弊社の基本姿勢です。

エンジニアには誰でもなれます。弊社がお手伝いします。

JIN SOFTWARE株式会社 第 3ブロック 第15支部

JIN SOFTWARE株式会社
〒167-0043 杉並区上荻1-16-3 森谷ビル4B

TEL 03-6915-1215
FAX 03-6915-1216
Mobil 090-4416-0111
Email saitou@jin-soft.jp
URL http://jin-soft.jp

［資本金］300万円　［社員数］35名
［年商］3億円（2013年度予測）
［業務内容］コンピュータソフトウェア・デジタルコ
ンテンツの企画・設計・開発・販売。コンピュータ
エンジニアの派遣業務。ホームページ、WEBシス
テムの設計・開発・販売及び企画運営。iphone/

Android等スマートデバイスアプリの開発・販売。

局長　塩見将洋 ／ 店長　関口勇也

地域の皆さまに愛される店舗をめざします！

西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺続いて杉並区内に4店舗目のジェイコム
ショップをオープンいたしました。ケーブルテレビ、高速インターネッ
ト接続、固定電話、J：COM防災情報サービスのご案内はもちろん、
ご利用中のサービスのプラン変更、J：COM NETの速度変更、オプ
ションチャンネルの追加など、最適プランのご提案、ご契約内容の
変更手続きを承っております。

また、ご利用中に困ったこと、例えばリモコンの使い方や録画方法な
ど、スタッフがその場でわかりやすくご説明させていただきます。スマー
トテレビなどの最新サービス、最新機種もございますので、お気軽に
お立ち寄りください。

また杉並区内約242,000世帯でご視聴が可能なJ：COMチャンネル
（11CH）では地域情報番組も放送中です。地元の食、人、生活に関
わる身近なことを放送しています。イベント紹介や地域特集も行いま
すので、番組で取り上げてほしい情報がありましたら、是非ジェイコ
ムショップまでお知らせください。

株式会社ジェイコム東京 南エリア局 ジェイコムショップ 荻窪駅前店 第 3ブロック 第14支部

株式会社ジェイコム東京（本社：東京都練馬
区、代表取締役社長：高橋 邦昌）は、ケーブ
ルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、
J：COM防災情報サービスを提供している
ケーブルテレビ運営会社です。株式会社ジュ
ピターテレコム（J：COM）のグループ局として、
先進性のある高品質な情報・エンターテイメ
ントを提供するサービスを通じ、地域社会の
発展に寄与することを目指しています。

ジェイコムショップ 荻窪駅前店
〒 167-0032 杉並区天沼3-2-3 ぎんやビル1F

TEL 03-6765-3100
FAX 03-6765-3115
※電話・FAX番号はジェイコム東京 南エリア局
URL http://www.jcom.co.jp/shop/

list/tokyo_tokyo/_51535.html

荻窪法人会では新しく仲間になった会社を紹介しています。
新入会員の会社のセールスポイントや特徴が分かります。
貴社の事業にお役立てください。

公益社団法人 荻窪法人会 〒167-0032  杉並区天沼3-7-3　TEL 3392-1338／ FAX 3391-8388

新しい仲間を紹介します
NEW MEMBER

www.ogikubohojinkai. jp
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源泉所得税の納付はe-Taxで！！　4つの便利をご紹介！

1自宅やオフィス等で納税ができて便利！
源泉所得税の納付が、税務署や金融機関に出向くことなく、
自宅やオフィス等からできます。

2午後9時まで納税ができて便利！
e-Taxの利用可能時間内（祝日等を除く、月曜日～金曜日　8：30～ 21：00）でペイジー対応したインターネッ
トバンキングの稼働時間内（ダイレクト納付の場合は、サービス提供時間内）であれば、金融機関や税務署の窓口
が開いていない時間でも納税できます。
※ダイレクト納付申請から利用可能になるまでに、1ヶ月程度かかりますので、ご注意ください。

3源泉徴収額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信できて便利！
給与等の支払があっても納付税額がない場合は、源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書データを送信すれば、
所得税徴収高計算書を税務署に持参または送付する必要はありません。

4 源泉徴収税額の手続には電子証明書が不要！
源泉所得税の納付や源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信する場合は、電子証明書は必要ありません。



松渓ふれあいの家でクリスマス会を楽しむ
ご利用者のみなさん

長谷田修平

おいしいお酒とおかって料理

無垢の木のぬくもりあふれる店内は
おいしいお酒を呑んで料理を楽しめるくつろぎの空間。
お一人様からお気軽に来店いただけます。

結 MUSUbi kugayama 第 4ブロック 第19支部

結 MUSUbi kugayama
〒168-0082 杉並区久我山3-23-19
久我山駅南口から徒歩1分
TEL 03-6319-0451

代表取締役　豊福伸欣

会社・寺院案内、社史、寺史等の編集・制作

地人館は歴史、仏教関係の資料図書発行を中心としながら、創立
以来30年、様々な分野の法人・企業・団体様の案内パンフや社史
などの編集制作業務に携わって参りました。

具体的には、綿密なお打ち合わせの後、撮影、インタビュー、座談
会等の取材を経て文章作成を行い、ご希望にそったレイアウト、印刷、
本の装丁をして納品させていただいております。

また近年では納品した本をインターネット上でも閲覧できるように
データ化し、ご提供させていただいております。

会社の案内を作りたいがどうすれば良いかお困りの方がおいででし
たら、是非ご相談ください。左の写真は実績の一部です。

有限会社地人館（ちじんかん） 第 5ブロック 第 2 4支部

有限会社地人館
〒166-0003 杉並区高円寺南2-25-2藤田ビル
TEL 03-5305-6781
FAX 03-5305-6782
Email jishi@chijinkan.co.jp

地人館は、歴史書・啓蒙書等の図書発行を目
的として1983年に発足した出版兼編集会社
です。以来30年仏教書・一般図書の発行をし
つつ、大手出版社・学校法人・企業・団体様
の出版物を編集・執筆・制作しております。

理事長　小原健一

地域で暮らす高齢者を支えます

2001年から高齢者在宅サービスセンター「松渓ふれあいの家」を運営
しています。介護保険を対象とする方の日帰りデイサービス施設です。
この施設の特徴は、男性の利用者が約7割と多いことです。男性に好
まれるプログラム、例えば麻雀、囲碁、将棋、パソコンなど自分がやっ
てみたいという希望のプログラムを用意しています。利用者は明るく楽
しく機能訓練しております。ゲームを支えるスタッフとともに毎日、地域
のボランティアの協力を得ています。

NPOはまた、60歳以上の方が利用する杉並区のゆうゆう館（西田・
荻窪）の受付等業務を請け負うことにより高齢者の生涯現役を支援し
ています。これからも地域に住む方が安心して暮らしていけるよう、今
の課題に取り組んでいきたいと思っています。

特定非営利活動法人 生きがいの会 第 5ブロック 第 2 3支部

松渓ふれあいの家のデイサービスを利用する
方々は、基本的には松渓中学校を中心に半
径2km以内の方々を対象にしています。ゆう
ゆう館事業では、「ご近所のカルチャーセン
ター」を提案して、気軽に、普段着で来館い
ただけるようにしています。

特定非営利活動法人 生きがいの会
〒167-0051 杉並区荻窪2-3-1

TEL 03-5347-1178
FAX 03-5347-1179
Email npo-ikigai@bronze.ocn.ne.jp
URL http://www5.ocn.ne.jp/~ikigai/

オーナーシェフ　増田和彦

料理人として33年と料理長の経験を生かし、フレンチのみにこだわ
らず、イタリアン・アジアン料理・和風テイストを盛り込んだ創作料
理的なカジュアルフレンチをご用意しています。

純水機を使いソース・スープなどに軟水を使用する水からのこだわり
築地市場はもちろんの事、鎌倉野菜・三浦野菜など直接産地に出
向き自らの目で確かめその時々の旬の素材をこだわり肉・魚・野菜
などを仕入れています。

料理的には本格的なフレンチをリーズナブルなお値段で！又、おつま
み的な物までご用意しています。

練馬大根を使用したフォアグラ料理￥1480（外税）は、練馬区認
定商品に選ばれています。

お飲み物は、ビール・ワイン・ウィスキー・ブランデー・焼酎・サワー・
軽いカクテル的なものと色々リーズナブルに取り揃えていますので、
是非ともお気軽に一度お試し下さい。

上井草駅  北口 改札を出た踏切を北に向かい千川通りを越え真直
ぐ新青梅街道に出る200m位手前の左側ファミリーマートの手前、
駅から5分位の所に有りますので、宜しくお願いします。

M’s Dining （エムズダイニング） 第 2ブロック 第 6支部

M’ s Dining （エムズダイニング）
〒177-0042 練馬区下石神井4-22-11

TEL 3904-5927
FAX 3904-5927
Email info@msdining.co.jp
URL http://www.msdining.co.jp

［オーナーシェフ 増田和彦 プロフィール］
1961年生まれ。武蔵野調理師学校卒業後。リクルートホテル
グループ　ホテルデン晴海（現・晴海グランドホテル）料理コ
ンクールに2回出場し優勝・準優勝。ホテルエドモント（現・メ
トロポリタンエドモント）料理コンクールに出場し3位味覚賞受
賞。国際ホテルグループ  立川グランドホテル 20年勤務、西洋
料理料理長・レストラン料理長。東京ウォーカー・T V取材依頼。
2008・2009年バイキング部門 検索1位獲得。2010年独立。
大泉学園にM ’s Dining（エムズ  ダイニング）オープン。2014
年上井草駅に移転リニューアルオープン現在に至る。

［営業時間］
dinner 18：00～２：00 or 3：00
（ラストオーダー 1：00）

［定休日］不定休

～お一人様からご宴会までお気軽にどうぞ～
クレジットカード、なみすけもお取り扱いして
おります。

代表取締役　丸茂雄一郎

個人から法人までの総合保険代理店です。

1. 複数の保険会社の中から、
　無駄のない最適な保険を設計いたします。

2. スムーズに保険金をお受け取り頂くために、
   専門性の高いサポートを行います。

3. ご要望やご質問に対して、
   即時性・正確性の高いサポートを行います。

株式会社CREATE ほけん設計 第 4ブロック 第17支部

保険料の見直しを考えられている方、事故の
際の対応について不満がある方、担当代理
店のサービスに不満がある方、補償内容の見
直しを考えられている方、是非、一度お気軽
にご相談下さい。
8社の保険会社の中から、無駄のない最適な
保険を設計いたします。

株式会社CREATE
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-14-5 6階
TEL 03-5309-2802
FAX 03-6800-5615
Email marumo@hoken-design.ne.jp

八子隆宜

全国でも数少ないチャーハン専門店

1970年大阪万博。万博初参加である中華民国館のパビリオンレスト
ランでは、国の威信を賭けて、後世に語り継がれる炒飯が作られた
という噂があります。その炒飯をいつか再現したい、という思いから、
『炒飯の万博』という店名を付けました。当時の炒飯を召し上がった
方がご来店された際、少しでも記憶の糸を辿りレシピを再現できれ
ばと、「万博ホールの壁面パネル」や「ソ連館のイス」など、当時を
偲ばせるものを店内に並べて営業をしております。
残念ながら、まだ再現はできておりませんが、再現できないとしても、
後世に語り継がれるような炒飯を、この街荻窪から発信し、広めて
いきたいと思っております。

常時10種類以上の炒飯で、皆様のお越しをお待ちしております。

また、お酒、おつまみも充実しておりますので、晩酌だけでも、とい
うお客様もお気軽にお越しください。

炒飯の万博 第 3ブロック 第13支部

当店の一番のこだわりはお米です。
全体の5％しかとれず、一般には流通しない、
チャーハンに最適な粒の小さい国産米を2つ
の農家から直接購入しています。
新潟県産コシヒカリと福井県産ハナエチゼン
は噛むほどに甘みがあり、粒が小さいので余
分な油をまとわず、パラパラフワフワなチャー
ハンに仕上がります。

炒飯の万博
〒167-0032 杉並区天沼3-30-42

TEL 03-6316-8841
Email yakooo@yahoo.co.jp



松渓ふれあいの家でクリスマス会を楽しむ
ご利用者のみなさん

長谷田修平

おいしいお酒とおかって料理

無垢の木のぬくもりあふれる店内は
おいしいお酒を呑んで料理を楽しめるくつろぎの空間。
お一人様からお気軽に来店いただけます。

結 MUSUbi kugayama 第 4ブロック 第19支部

結 MUSUbi kugayama
〒168-0082 杉並区久我山3-23-19
久我山駅南口から徒歩1分
TEL 03-6319-0451

代表取締役　豊福伸欣

会社・寺院案内、社史、寺史等の編集・制作

地人館は歴史、仏教関係の資料図書発行を中心としながら、創立
以来30年、様々な分野の法人・企業・団体様の案内パンフや社史
などの編集制作業務に携わって参りました。

具体的には、綿密なお打ち合わせの後、撮影、インタビュー、座談
会等の取材を経て文章作成を行い、ご希望にそったレイアウト、印刷、
本の装丁をして納品させていただいております。

また近年では納品した本をインターネット上でも閲覧できるように
データ化し、ご提供させていただいております。

会社の案内を作りたいがどうすれば良いかお困りの方がおいででし
たら、是非ご相談ください。左の写真は実績の一部です。

有限会社地人館（ちじんかん） 第 5ブロック 第 2 4支部

有限会社地人館
〒166-0003 杉並区高円寺南2-25-2藤田ビル
TEL 03-5305-6781
FAX 03-5305-6782
Email jishi@chijinkan.co.jp

地人館は、歴史書・啓蒙書等の図書発行を目
的として1983年に発足した出版兼編集会社
です。以来30年仏教書・一般図書の発行をし
つつ、大手出版社・学校法人・企業・団体様
の出版物を編集・執筆・制作しております。

理事長　小原健一

地域で暮らす高齢者を支えます

2001年から高齢者在宅サービスセンター「松渓ふれあいの家」を運営
しています。介護保険を対象とする方の日帰りデイサービス施設です。
この施設の特徴は、男性の利用者が約7割と多いことです。男性に好
まれるプログラム、例えば麻雀、囲碁、将棋、パソコンなど自分がやっ
てみたいという希望のプログラムを用意しています。利用者は明るく楽
しく機能訓練しております。ゲームを支えるスタッフとともに毎日、地域
のボランティアの協力を得ています。

NPOはまた、60歳以上の方が利用する杉並区のゆうゆう館（西田・
荻窪）の受付等業務を請け負うことにより高齢者の生涯現役を支援し
ています。これからも地域に住む方が安心して暮らしていけるよう、今
の課題に取り組んでいきたいと思っています。

特定非営利活動法人 生きがいの会 第 5ブロック 第 2 3支部

松渓ふれあいの家のデイサービスを利用する
方々は、基本的には松渓中学校を中心に半
径2km以内の方々を対象にしています。ゆう
ゆう館事業では、「ご近所のカルチャーセン
ター」を提案して、気軽に、普段着で来館い
ただけるようにしています。

特定非営利活動法人 生きがいの会
〒167-0051 杉並区荻窪2-3-1

TEL 03-5347-1178
FAX 03-5347-1179
Email npo-ikigai@bronze.ocn.ne.jp
URL http://www5.ocn.ne.jp/~ikigai/

オーナーシェフ　増田和彦

料理人として33年と料理長の経験を生かし、フレンチのみにこだわ
らず、イタリアン・アジアン料理・和風テイストを盛り込んだ創作料
理的なカジュアルフレンチをご用意しています。

純水機を使いソース・スープなどに軟水を使用する水からのこだわり
築地市場はもちろんの事、鎌倉野菜・三浦野菜など直接産地に出
向き自らの目で確かめその時々の旬の素材をこだわり肉・魚・野菜
などを仕入れています。

料理的には本格的なフレンチをリーズナブルなお値段で！又、おつま
み的な物までご用意しています。

練馬大根を使用したフォアグラ料理￥1480（外税）は、練馬区認
定商品に選ばれています。

お飲み物は、ビール・ワイン・ウィスキー・ブランデー・焼酎・サワー・
軽いカクテル的なものと色々リーズナブルに取り揃えていますので、
是非ともお気軽に一度お試し下さい。

上井草駅  北口 改札を出た踏切を北に向かい千川通りを越え真直
ぐ新青梅街道に出る200m位手前の左側ファミリーマートの手前、
駅から5分位の所に有りますので、宜しくお願いします。

M’s Dining （エムズダイニング） 第 2ブロック 第 6支部

M’ s Dining （エムズダイニング）
〒177-0042 練馬区下石神井4-22-11

TEL 3904-5927
FAX 3904-5927
Email info@msdining.co.jp
URL http://www.msdining.co.jp

［オーナーシェフ 増田和彦 プロフィール］
1961年生まれ。武蔵野調理師学校卒業後。リクルートホテル
グループ　ホテルデン晴海（現・晴海グランドホテル）料理コ
ンクールに2回出場し優勝・準優勝。ホテルエドモント（現・メ
トロポリタンエドモント）料理コンクールに出場し3位味覚賞受
賞。国際ホテルグループ  立川グランドホテル 20年勤務、西洋
料理料理長・レストラン料理長。東京ウォーカー・T V取材依頼。
2008・2009年バイキング部門 検索1位獲得。2010年独立。
大泉学園にM ’s Dining（エムズ  ダイニング）オープン。2014
年上井草駅に移転リニューアルオープン現在に至る。

［営業時間］
dinner 18：00～２：00 or 3：00
（ラストオーダー 1：00）

［定休日］不定休

～お一人様からご宴会までお気軽にどうぞ～
クレジットカード、なみすけもお取り扱いして
おります。

代表取締役　丸茂雄一郎

個人から法人までの総合保険代理店です。

1. 複数の保険会社の中から、
　無駄のない最適な保険を設計いたします。

2. スムーズに保険金をお受け取り頂くために、
   専門性の高いサポートを行います。

3. ご要望やご質問に対して、
   即時性・正確性の高いサポートを行います。

株式会社CREATE ほけん設計 第 4ブロック 第17支部

保険料の見直しを考えられている方、事故の
際の対応について不満がある方、担当代理
店のサービスに不満がある方、補償内容の見
直しを考えられている方、是非、一度お気軽
にご相談下さい。
8社の保険会社の中から、無駄のない最適な
保険を設計いたします。

株式会社CREATE
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-14-5 6階
TEL 03-5309-2802
FAX 03-6800-5615
Email marumo@hoken-design.ne.jp

八子隆宜

全国でも数少ないチャーハン専門店

1970年大阪万博。万博初参加である中華民国館のパビリオンレスト
ランでは、国の威信を賭けて、後世に語り継がれる炒飯が作られた
という噂があります。その炒飯をいつか再現したい、という思いから、
『炒飯の万博』という店名を付けました。当時の炒飯を召し上がった
方がご来店された際、少しでも記憶の糸を辿りレシピを再現できれ
ばと、「万博ホールの壁面パネル」や「ソ連館のイス」など、当時を
偲ばせるものを店内に並べて営業をしております。
残念ながら、まだ再現はできておりませんが、再現できないとしても、
後世に語り継がれるような炒飯を、この街荻窪から発信し、広めて
いきたいと思っております。

常時10種類以上の炒飯で、皆様のお越しをお待ちしております。

また、お酒、おつまみも充実しておりますので、晩酌だけでも、とい
うお客様もお気軽にお越しください。

炒飯の万博 第 3ブロック 第13支部

当店の一番のこだわりはお米です。
全体の5％しかとれず、一般には流通しない、
チャーハンに最適な粒の小さい国産米を2つ
の農家から直接購入しています。
新潟県産コシヒカリと福井県産ハナエチゼン
は噛むほどに甘みがあり、粒が小さいので余
分な油をまとわず、パラパラフワフワなチャー
ハンに仕上がります。

炒飯の万博
〒167-0032 杉並区天沼3-30-42

TEL 03-6316-8841
Email yakooo@yahoo.co.jp



代表取締役　齊藤 保

荻窪に根を張るIT会社

コンピュータのプログラムを作る仕事は機械化ができません。他の
製造業と、ここが違うところです。どちらかというと、清掃業とか建
設業などと近い、「人」が担う役割がとても大きい業界です。オート
メーション化はできないので、如何に「人」＝エンジニアを育てるか
が勝負です。
また一方で世間の人々はコンピュータエンジニアは特殊な仕事であ
ると感じています。

私は今まであらゆる経歴の持ち主をエンジニアに育て上げてきまし
た。そこに最も自信を持っています。現在、弊社は35名の社員が働い
ていますが、これといった採用活動を行った記憶がありません。お金
をかけて優秀な人材を採用するのではなく、人材は育てる。それが社
員の自然増につながると考えています。それが弊社の基本姿勢です。

エンジニアには誰でもなれます。弊社がお手伝いします。

JIN SOFTWARE株式会社 第 3ブロック 第15支部

JIN SOFTWARE株式会社
〒167-0043 杉並区上荻1-16-3 森谷ビル4B

TEL 03-6915-1215
FAX 03-6915-1216
Mobil 090-4416-0111
Email saitou@jin-soft.jp
URL http://jin-soft.jp

［資本金］300万円　［社員数］35名
［年商］3億円（2013年度予測）
［業務内容］コンピュータソフトウェア・デジタルコ
ンテンツの企画・設計・開発・販売。コンピュータ
エンジニアの派遣業務。ホームページ、WEBシス
テムの設計・開発・販売及び企画運営。iphone/

Android等スマートデバイスアプリの開発・販売。

局長　塩見将洋 ／ 店長　関口勇也

地域の皆さまに愛される店舗をめざします！

西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺続いて杉並区内に4店舗目のジェイコム
ショップをオープンいたしました。ケーブルテレビ、高速インターネッ
ト接続、固定電話、J：COM防災情報サービスのご案内はもちろん、
ご利用中のサービスのプラン変更、J：COM NETの速度変更、オプ
ションチャンネルの追加など、最適プランのご提案、ご契約内容の
変更手続きを承っております。

また、ご利用中に困ったこと、例えばリモコンの使い方や録画方法な
ど、スタッフがその場でわかりやすくご説明させていただきます。スマー
トテレビなどの最新サービス、最新機種もございますので、お気軽に
お立ち寄りください。

また杉並区内約242,000世帯でご視聴が可能なJ：COMチャンネル
（11CH）では地域情報番組も放送中です。地元の食、人、生活に関
わる身近なことを放送しています。イベント紹介や地域特集も行いま
すので、番組で取り上げてほしい情報がありましたら、是非ジェイコ
ムショップまでお知らせください。

株式会社ジェイコム東京 南エリア局 ジェイコムショップ 荻窪駅前店 第 3ブロック 第14支部

株式会社ジェイコム東京（本社：東京都練馬
区、代表取締役社長：高橋 邦昌）は、ケーブ
ルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、
J：COM防災情報サービスを提供している
ケーブルテレビ運営会社です。株式会社ジュ
ピターテレコム（J：COM）のグループ局として、
先進性のある高品質な情報・エンターテイメ
ントを提供するサービスを通じ、地域社会の
発展に寄与することを目指しています。

ジェイコムショップ 荻窪駅前店
〒 167-0032 杉並区天沼3-2-3 ぎんやビル1F

TEL 03-6765-3100
FAX 03-6765-3115
※電話・FAX番号はジェイコム東京 南エリア局
URL http://www.jcom.co.jp/shop/

list/tokyo_tokyo/_51535.html

荻窪法人会では新しく仲間になった会社を紹介しています。
新入会員の会社のセールスポイントや特徴が分かります。
貴社の事業にお役立てください。

公益社団法人 荻窪法人会 〒167-0032  杉並区天沼3-7-3　TEL 3392-1338／ FAX 3391-8388

新しい仲間を紹介します
NEW MEMBER

www.ogikubohojinkai. jp
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源泉所得税の納付はe-Taxで！！　4つの便利をご紹介！

1自宅やオフィス等で納税ができて便利！
源泉所得税の納付が、税務署や金融機関に出向くことなく、
自宅やオフィス等からできます。

2午後9時まで納税ができて便利！
e-Taxの利用可能時間内（祝日等を除く、月曜日～金曜日　8：30～ 21：00）でペイジー対応したインターネッ
トバンキングの稼働時間内（ダイレクト納付の場合は、サービス提供時間内）であれば、金融機関や税務署の窓口
が開いていない時間でも納税できます。
※ダイレクト納付申請から利用可能になるまでに、1ヶ月程度かかりますので、ご注意ください。

3源泉徴収額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信できて便利！
給与等の支払があっても納付税額がない場合は、源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書データを送信すれば、
所得税徴収高計算書を税務署に持参または送付する必要はありません。

4 源泉徴収税額の手続には電子証明書が不要！
源泉所得税の納付や源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信する場合は、電子証明書は必要ありません。



松渓ふれあいの家でクリスマス会を楽しむ
ご利用者のみなさん

長谷田修平

おいしいお酒とおかって料理

無垢の木のぬくもりあふれる店内は
おいしいお酒を呑んで料理を楽しめるくつろぎの空間。
お一人様からお気軽に来店いただけます。

結 MUSUbi kugayama 第 4ブロック 第19支部

結 MUSUbi kugayama
〒168-0082 杉並区久我山3-23-19
久我山駅南口から徒歩1分
TEL 03-6319-0451

代表取締役　豊福伸欣

会社・寺院案内、社史、寺史等の編集・制作

地人館は歴史、仏教関係の資料図書発行を中心としながら、創立
以来30年、様々な分野の法人・企業・団体様の案内パンフや社史
などの編集制作業務に携わって参りました。

具体的には、綿密なお打ち合わせの後、撮影、インタビュー、座談
会等の取材を経て文章作成を行い、ご希望にそったレイアウト、印刷、
本の装丁をして納品させていただいております。

また近年では納品した本をインターネット上でも閲覧できるように
データ化し、ご提供させていただいております。

会社の案内を作りたいがどうすれば良いかお困りの方がおいででし
たら、是非ご相談ください。左の写真は実績の一部です。

有限会社地人館（ちじんかん） 第 5ブロック 第 2 4支部

有限会社地人館
〒166-0003 杉並区高円寺南2-25-2藤田ビル
TEL 03-5305-6781
FAX 03-5305-6782
Email jishi@chijinkan.co.jp

地人館は、歴史書・啓蒙書等の図書発行を目
的として1983年に発足した出版兼編集会社
です。以来30年仏教書・一般図書の発行をし
つつ、大手出版社・学校法人・企業・団体様
の出版物を編集・執筆・制作しております。

理事長　小原健一

地域で暮らす高齢者を支えます

2001年から高齢者在宅サービスセンター「松渓ふれあいの家」を運営
しています。介護保険を対象とする方の日帰りデイサービス施設です。
この施設の特徴は、男性の利用者が約7割と多いことです。男性に好
まれるプログラム、例えば麻雀、囲碁、将棋、パソコンなど自分がやっ
てみたいという希望のプログラムを用意しています。利用者は明るく楽
しく機能訓練しております。ゲームを支えるスタッフとともに毎日、地域
のボランティアの協力を得ています。

NPOはまた、60歳以上の方が利用する杉並区のゆうゆう館（西田・
荻窪）の受付等業務を請け負うことにより高齢者の生涯現役を支援し
ています。これからも地域に住む方が安心して暮らしていけるよう、今
の課題に取り組んでいきたいと思っています。

特定非営利活動法人 生きがいの会 第 5ブロック 第 2 3支部

松渓ふれあいの家のデイサービスを利用する
方々は、基本的には松渓中学校を中心に半
径2km以内の方々を対象にしています。ゆう
ゆう館事業では、「ご近所のカルチャーセン
ター」を提案して、気軽に、普段着で来館い
ただけるようにしています。

特定非営利活動法人 生きがいの会
〒167-0051 杉並区荻窪2-3-1

TEL 03-5347-1178
FAX 03-5347-1179
Email npo-ikigai@bronze.ocn.ne.jp
URL http://www5.ocn.ne.jp/~ikigai/

オーナーシェフ　増田和彦

料理人として33年と料理長の経験を生かし、フレンチのみにこだわ
らず、イタリアン・アジアン料理・和風テイストを盛り込んだ創作料
理的なカジュアルフレンチをご用意しています。

純水機を使いソース・スープなどに軟水を使用する水からのこだわり
築地市場はもちろんの事、鎌倉野菜・三浦野菜など直接産地に出
向き自らの目で確かめその時々の旬の素材をこだわり肉・魚・野菜
などを仕入れています。

料理的には本格的なフレンチをリーズナブルなお値段で！又、おつま
み的な物までご用意しています。

練馬大根を使用したフォアグラ料理￥1480（外税）は、練馬区認
定商品に選ばれています。

お飲み物は、ビール・ワイン・ウィスキー・ブランデー・焼酎・サワー・
軽いカクテル的なものと色々リーズナブルに取り揃えていますので、
是非ともお気軽に一度お試し下さい。

上井草駅  北口 改札を出た踏切を北に向かい千川通りを越え真直
ぐ新青梅街道に出る200m位手前の左側ファミリーマートの手前、
駅から5分位の所に有りますので、宜しくお願いします。

M’s Dining （エムズダイニング） 第 2ブロック 第 6支部

M’ s Dining （エムズダイニング）
〒177-0042 練馬区下石神井4-22-11

TEL 3904-5927
FAX 3904-5927
Email info@msdining.co.jp
URL http://www.msdining.co.jp

［オーナーシェフ 増田和彦 プロフィール］
1961年生まれ。武蔵野調理師学校卒業後。リクルートホテル
グループ　ホテルデン晴海（現・晴海グランドホテル）料理コ
ンクールに2回出場し優勝・準優勝。ホテルエドモント（現・メ
トロポリタンエドモント）料理コンクールに出場し3位味覚賞受
賞。国際ホテルグループ  立川グランドホテル 20年勤務、西洋
料理料理長・レストラン料理長。東京ウォーカー・T V取材依頼。
2008・2009年バイキング部門 検索1位獲得。2010年独立。
大泉学園にM ’s Dining（エムズ  ダイニング）オープン。2014
年上井草駅に移転リニューアルオープン現在に至る。

［営業時間］
dinner 18：00～２：00 or 3：00
（ラストオーダー 1：00）

［定休日］不定休

～お一人様からご宴会までお気軽にどうぞ～
クレジットカード、なみすけもお取り扱いして
おります。

代表取締役　丸茂雄一郎

個人から法人までの総合保険代理店です。

1. 複数の保険会社の中から、
　無駄のない最適な保険を設計いたします。

2. スムーズに保険金をお受け取り頂くために、
   専門性の高いサポートを行います。

3. ご要望やご質問に対して、
   即時性・正確性の高いサポートを行います。

株式会社CREATE ほけん設計 第 4ブロック 第17支部

保険料の見直しを考えられている方、事故の
際の対応について不満がある方、担当代理
店のサービスに不満がある方、補償内容の見
直しを考えられている方、是非、一度お気軽
にご相談下さい。
8社の保険会社の中から、無駄のない最適な
保険を設計いたします。

株式会社CREATE
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-14-5 6階
TEL 03-5309-2802
FAX 03-6800-5615
Email marumo@hoken-design.ne.jp

八子隆宜

全国でも数少ないチャーハン専門店

1970年大阪万博。万博初参加である中華民国館のパビリオンレスト
ランでは、国の威信を賭けて、後世に語り継がれる炒飯が作られた
という噂があります。その炒飯をいつか再現したい、という思いから、
『炒飯の万博』という店名を付けました。当時の炒飯を召し上がった
方がご来店された際、少しでも記憶の糸を辿りレシピを再現できれ
ばと、「万博ホールの壁面パネル」や「ソ連館のイス」など、当時を
偲ばせるものを店内に並べて営業をしております。
残念ながら、まだ再現はできておりませんが、再現できないとしても、
後世に語り継がれるような炒飯を、この街荻窪から発信し、広めて
いきたいと思っております。

常時10種類以上の炒飯で、皆様のお越しをお待ちしております。

また、お酒、おつまみも充実しておりますので、晩酌だけでも、とい
うお客様もお気軽にお越しください。

炒飯の万博 第 3ブロック 第13支部

当店の一番のこだわりはお米です。
全体の5％しかとれず、一般には流通しない、
チャーハンに最適な粒の小さい国産米を2つ
の農家から直接購入しています。
新潟県産コシヒカリと福井県産ハナエチゼン
は噛むほどに甘みがあり、粒が小さいので余
分な油をまとわず、パラパラフワフワなチャー
ハンに仕上がります。

炒飯の万博
〒167-0032 杉並区天沼3-30-42

TEL 03-6316-8841
Email yakooo@yahoo.co.jp



代表取締役　齊藤 保

荻窪に根を張るIT会社

コンピュータのプログラムを作る仕事は機械化ができません。他の
製造業と、ここが違うところです。どちらかというと、清掃業とか建
設業などと近い、「人」が担う役割がとても大きい業界です。オート
メーション化はできないので、如何に「人」＝エンジニアを育てるか
が勝負です。
また一方で世間の人々はコンピュータエンジニアは特殊な仕事であ
ると感じています。

私は今まであらゆる経歴の持ち主をエンジニアに育て上げてきまし
た。そこに最も自信を持っています。現在、弊社は35名の社員が働い
ていますが、これといった採用活動を行った記憶がありません。お金
をかけて優秀な人材を採用するのではなく、人材は育てる。それが社
員の自然増につながると考えています。それが弊社の基本姿勢です。

エンジニアには誰でもなれます。弊社がお手伝いします。

JIN SOFTWARE株式会社 第 3ブロック 第15支部

JIN SOFTWARE株式会社
〒167-0043 杉並区上荻1-16-3 森谷ビル4B

TEL 03-6915-1215
FAX 03-6915-1216
Mobil 090-4416-0111
Email saitou@jin-soft.jp
URL http://jin-soft.jp

［資本金］300万円　［社員数］35名
［年商］3億円（2013年度予測）
［業務内容］コンピュータソフトウェア・デジタルコ
ンテンツの企画・設計・開発・販売。コンピュータ
エンジニアの派遣業務。ホームページ、WEBシス
テムの設計・開発・販売及び企画運営。iphone/

Android等スマートデバイスアプリの開発・販売。

局長　塩見将洋 ／ 店長　関口勇也

地域の皆さまに愛される店舗をめざします！

西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺続いて杉並区内に4店舗目のジェイコム
ショップをオープンいたしました。ケーブルテレビ、高速インターネッ
ト接続、固定電話、J：COM防災情報サービスのご案内はもちろん、
ご利用中のサービスのプラン変更、J：COM NETの速度変更、オプ
ションチャンネルの追加など、最適プランのご提案、ご契約内容の
変更手続きを承っております。

また、ご利用中に困ったこと、例えばリモコンの使い方や録画方法な
ど、スタッフがその場でわかりやすくご説明させていただきます。スマー
トテレビなどの最新サービス、最新機種もございますので、お気軽に
お立ち寄りください。

また杉並区内約242,000世帯でご視聴が可能なJ：COMチャンネル
（11CH）では地域情報番組も放送中です。地元の食、人、生活に関
わる身近なことを放送しています。イベント紹介や地域特集も行いま
すので、番組で取り上げてほしい情報がありましたら、是非ジェイコ
ムショップまでお知らせください。

株式会社ジェイコム東京 南エリア局 ジェイコムショップ 荻窪駅前店 第 3ブロック 第14支部

株式会社ジェイコム東京（本社：東京都練馬
区、代表取締役社長：高橋 邦昌）は、ケーブ
ルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、
J：COM防災情報サービスを提供している
ケーブルテレビ運営会社です。株式会社ジュ
ピターテレコム（J：COM）のグループ局として、
先進性のある高品質な情報・エンターテイメ
ントを提供するサービスを通じ、地域社会の
発展に寄与することを目指しています。

ジェイコムショップ 荻窪駅前店
〒 167-0032 杉並区天沼3-2-3 ぎんやビル1F

TEL 03-6765-3100
FAX 03-6765-3115
※電話・FAX番号はジェイコム東京 南エリア局
URL http://www.jcom.co.jp/shop/

list/tokyo_tokyo/_51535.html

荻窪法人会では新しく仲間になった会社を紹介しています。
新入会員の会社のセールスポイントや特徴が分かります。
貴社の事業にお役立てください。

公益社団法人 荻窪法人会 〒167-0032  杉並区天沼3-7-3　TEL 3392-1338／ FAX 3391-8388

新しい仲間を紹介します
NEW MEMBER

www.ogikubohojinkai. jp
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源泉所得税の納付はe-Taxで！！　4つの便利をご紹介！

1自宅やオフィス等で納税ができて便利！
源泉所得税の納付が、税務署や金融機関に出向くことなく、
自宅やオフィス等からできます。

2午後9時まで納税ができて便利！
e-Taxの利用可能時間内（祝日等を除く、月曜日～金曜日　8：30～ 21：00）でペイジー対応したインターネッ
トバンキングの稼働時間内（ダイレクト納付の場合は、サービス提供時間内）であれば、金融機関や税務署の窓口
が開いていない時間でも納税できます。
※ダイレクト納付申請から利用可能になるまでに、1ヶ月程度かかりますので、ご注意ください。

3源泉徴収額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信できて便利！
給与等の支払があっても納付税額がない場合は、源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書データを送信すれば、
所得税徴収高計算書を税務署に持参または送付する必要はありません。

4 源泉徴収税額の手続には電子証明書が不要！
源泉所得税の納付や源泉徴収税額0円の所得税徴収高計算書をデータ送信する場合は、電子証明書は必要ありません。


