
   

 事 務 連 絡

 令和３年 10 月 12 日 

 
一般社団法人日本旅行業協会 

一般社団法人全国旅行業協会 

一般社団法人日本添乗サービス協会 

一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会 御中 

 

観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

インボイス制度に係る登録申請の開始等の公表及び 

新たな広告掲載の協力依頼について 

 

 

平素から、観光行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

消費税につきまして、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が令和

５年 10 月より導入されます。 

これに先立ち、10 月１日より適格請求書発行事業者の登録申請手続が開始されまし

た。国税庁が実施している周知・広報施策が情報共有されるとともに、 

所管する事業者団体に対する以下の情報提供等の依頼がございましたので、ご対応

の程お願いいたします。 

  

１．国税庁 HP「インボイス制度特設サイト」の更新 

  10 月１日、国税庁 HP「インボイス制度特設サイト」（URL）を更新し、 

  ・ 登録申請受付開始の案内 

  ・ 登録申請手続に関する情報の充実 

  ・ 「適格請求書発行事業者公表サイト」の開設 

 が行われました。 

  e-Tax による登録申請手続も同サイトから利用可能となります。是非、ご利用く   

ださい。 

 

２．オンライン説明会 

  インボイス制度に関するオンライン説明会については、現在、大変多くの申込

みをいただいており、込み開始後すぐに定員に達する状況が続いております。 

これを受け、開催回数を増やす等の対応が行われているところですが、加えて、

国税庁 Youtube に過去実施分の説明会動画（URL）も掲載されております。各事業

者の皆様には、オンライン説明会の開催案内と合わせ、いつでもどこからでもご

覧いただけるこちらの映像のご案内も是非お願いいたします。 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc   

 

 

 



   

３．広告掲載のお願い 

  各省庁所管の事業者団体に係る広報誌への広告掲載について、今般、新たなチ

ラシを国税庁が作成されました（別添１）。貴協会におかれましては、改めて貴協

会の広報誌に広告掲載（無償）いただけるよう、ご協力をお願いいたします。 

  また、掲載いただいた際には、適宜、弊庁までご報告ください。 

 

 なお、国税庁は、業界専門誌 30 誌（別添２）へ広告掲載を依頼されております。 

 ９月 29 日時点の広告掲載状況は（別添３）のとおりです。 

 

 以上、お忙しいところお手数をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いします。 

 













サイズ 仕様 掲載日

1 日経産業新聞 半5段 モノクロ 10月1日

2 日経MJ 半5段 モノクロ 10月1日

3 日刊工業新聞 半5段 モノクロ 10月1日

4 日経ヴェリタス 1頁 モノクロ 10月3日

5 食品産業新聞 半5段 モノクロ 10月4日

6 日本食糧新聞 半5段 モノクロ 10月1日

7 帝飲食糧新聞 半5段 モノクロ 10月6日

8 全飲連ニュース 半5段 モノクロ 11月20日

9 食品化学新聞 半5段 モノクロ 10月7日

10 麺業新聞 半5段 モノクロ 10月1日

11 日本パン菓新聞 1頁 モノクロ 10月15日

12 日本外食新聞 半5段 モノクロ 10月5日

13 コンクリート新聞 半5段 モノクロ 10月7日

14 日本ビル新聞 半5段 モノクロ 10月4日

15 石油化学新聞 半5段 モノクロ 10月4日

16 化学工業日報 半5段 モノクロ 10月4日

17 薬事日報 半5段 モノクロ 10月1日

18 繊研新聞 4段1/2 モノクロ 10月1日

19 電波新聞 半5段 モノクロ 10月1日

20 映像新聞 半5段 モノクロ 10月4日

21 観光経済新聞 半5段 モノクロ 10月4日

22 インフォマートニュース 半5段 モノクロ 10月5日

23 週刊BCN 1頁 カラー 10月4日

24 新聞協会報 3段通し モノクロ 10月12日

25 全国書店新聞 3段 モノクロ 10月1日

26 コンビニエンスストア新聞 全5段 モノクロ 10月15日

27 東京交通新聞 3段通し モノクロ 10月4日

28 石垣 1頁（記事中） カラー 10月10日・11月10日・12月10日

29 税務通信 1頁（記事中） モノクロ 10月4日・11月1日・12月6日

30 GS１ Japan Review 1頁 モノクロ 11月発行号

新聞名

新聞

雑誌

【国税庁】記事下広告掲載一覧



令和３年９月29日現在

番号 府省庁名 掲載誌名 団体名 掲載時期

1 全タク連NOW　1月号 （一社）全国ハイヤー・タクシー連合会 2021年2月上旬

2  協会機関誌「建築と社会」３月号インフォメーション欄 (一社)日本建築協会 2021年3月1日

3  会誌「建築士」3月号掲載箇所：表3（裏表紙の反対側） (公社）日本建築士会連合会 2021年3月1日

4 ARAインフォメーション2月号 （一社）全国レンタカー協会 2021年2月25日

5 仙個協会報　２月号 仙台個人タクシー事業協同組合 2021年2月1日

6 全中建だより　9月号 （一社）全国中小建設業協会 ９月上～中旬

7 日塗装 （一社）日本塗装工業会 196号、197号

8 在住協通信 (一社)日本在来工法住宅協会 ８月号、９月号

9 全管連ニュース４月号 全国管工事業協同組合連合会 4月1日

10 クレーン情報　２７５号に掲載予定 （一社）全国クレーン建設業協会 2021年3月末

11 機関誌「のり面と環境」No55 (一社)全国特定法面保護協会 2021年6月発行

12 Raisers （一社）情報通信エンジニアリング協会 3月号、5月号、7月号、9月号

13 NO718　日左連3・4月号 （一社）日本左官業組合連合会 2021年3月12日

14 「MRニュース」（139号） 全国マスチック事業協同組合連合会 2021年5月下旬

15 福島県管工事新聞「うまい水」３月号 福島県管工事協同組合連合会 2021年3月11日前後

16 全中連ニュース　第６号 (一社) 全国中小建設工事業団体連合会 2021年5月10日発行

17 冷凍空調設備 (一社)日本冷凍空調設備工業連合会 3月号、9月号

18 「発破と破砕」　No.60　令和３年度 (一社)日本発破・破砕協会 2021年6月頃

19 機関紙　さく井　７月号 （一社）全国さく井協会 2021年7月1日

20 みやかん　若草号 宮城県管工業協同組合 2021年4月1日

21 建設業しんこう　2021年5月号 一般財団法人　建設業振興基金 2021年5月10日

22 全地連E-mailかわら版 (一社)全国地質調査業協会連合会 ４月号、10月号

23 ARES不動産証券化ジャーナル Vol.62 （一社）不動産証券化協会 2021年8月1日

24 広報とらっく　2月15日号 （公社）全日本トラック協会 2021年2月15日

25 全油協会報　NO.44　2021年(令和3年） (一社)全国空港給油事業協会 2021年6月

26 会員名簿（令和３年５月現在） （一社）静岡県測量設計業協会 令和３年６月中の配布

27 雑誌「道路建設」３月号 （一社）日本道路建設業協会 発行日　2021/3/1

28 躯体四季報 (一社)日本建設躯体工事業団体連合会 8月10日

29 全建ジャーナル (一社)全国建設業協会 3月号、6月号、9月号

30 長管だより 長崎市管工業協同組合 2月号、9月号

31 板金新聞　3月1日号 全日本板金工業組合連合会 3月1日

32 建設連合新聞３月号 一般社団法人　日本建設組合連合 3月1日

33 組合情報第248号　令和3年3月号 岐阜県管設備工業協同組合 2021.3.4

34 京都　水の音
一般社団法人京都市公認水道協会
京都府管工事工業協同組合

３月号、5月号、7月号、9月号

35 県管連　会報 大分県管工事共同組合連合会 8月1日

36 全圧連会報　第60号 (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 4月1日

37 バス月報　737号 公益社団法人日本バス協会 5月20日

38 structure 159号（JSCA機関紙　2021年7月号） （一社）日本建築構造技術者協会(JSCA) 7月20日

39 県水ニュース　かながわ 神奈川県管工事業協同組合 4月30日

1 業界紙（5月号） 日本ドラム缶更生工業会 未定

2 組合だより（組合員向け会報） 日本羊腸輸入組合 2021年2月1日

3 『ジャーナル』３月号 日本弁理士会 2021年3月15日

4 『週刊経団連タイムス』 経団連 未定

5 『医療』 日本産業・医療ガス協会 未定

6 『JIMGAnews』 日本産業・医療ガス協会 未定

7 『LIME（石灰）』 日本石灰協会 2021年2月・7月

8 機関誌 全国ネームプレート工業協同組合連合会 2021年5月下旬

1 地銀協月報 全国地方銀行協会 2021年2月号

2 機関誌しんくみ 全国信用組合中央協会 2021年6月以降

3 ＪＩＣＰＡニュースレター４月号 日本公認会計士協会 2021年3月15日頃発行

4 「信用金庫」3月号 全国信用金庫協会 2021年3月10日発刊

1 遊報　２月号 全日本遊戯事業協同組合連合会 2021年2月末発行

2 セキュリティタイム　３月号 全国警備業協会 2021年3月15日

インボイス制度に係る広告掲載一覧（各省庁別）

経済産業省

金融庁

国土交通省

警察庁



令和３年９月29日現在

番号 府省庁名 掲載誌名 団体名 掲載時期

インボイス制度に係る広告掲載一覧（各省庁別）

1 未定 全国農業協同組合中央会 未定

2 協議会会報誌（ＣＤ版） 中国四国農林水産関連企業環境対策協議会 令和３年３月（３月末発行）

3 OFSI (公財)食品等流通合理化促進機構 令和３年２月末

4 生鮮EDI会報 生鮮取引電子化推進協議会 令和３年３月末

5 「宮仙青果だより　かわら版」 宮城仙台青果商業協同組合 令和3年8月

6 全青連メルマガNo.203 全国青果物商業協同組合連合会 令和3年1月25日号

7 全青協（月刊誌） （一社）全国青果卸売市場協会 令和3年2月号

8 セルコレポート 協同組合セルコチェーン 令和3年3月号（3月2日発行）

9 全豆連報告（Vol.153）及び会報「全豆連」（第349号） 一般財団法人全国豆腐連合会
全豆連報告Vol.153（令和3年2月）

会報全豆連第349号（令和3年7月）

への掲載を予定

10 「みそ通信」（2/5号）及び「全味弘報」（2月号） 全国味噌工業協同組合連合会
みそ通信2/5号（令和3年2/5）

全味弘報2月号（令和3年2/15～2/20頃）

への掲載を予定

11 和菓子振興会だより 全国和菓子協会 令和3年3月号及び9月号

12 和生だより 東京和生菓子商工業協同組合 令和3年4月号～7月号のいずれか

13 農業電化 農業電化協会 令和3年2月（中旬）

14 全改協だより　第94号 一般社団法人全国牛乳流通改善協会 令和3年3月

15 日本乳業協会ホームページ（メンバーサイト） 一般社団法人日本乳業協会 令和3年1月27日

16 広報誌「ゆめ通信」 日本養豚事業協同組合 令和3年5月

17 ＭＡＧＮｅｔ 東海酪農業協同組合連合会 令和3年6月

18 森林組合 全国森林組連合会  令和3年2月号（2/15頃）予定令和3年3月号（3/15頃）予定

19 機械化林業 一般社団法人　林業機械化協会 令和3年2月号（2/15発行予定

20 林経協季報「杣径」そまみち 一般社団法人　日本林業経営者協会 令和3年3月号（予定）

21 林薬協ニュース 一般社団法人　林業薬剤協会 No８５（令和3年9月10日）

22 林土連会報 一般社団邦人　日本林業土木連合協会 令和3年3月or5月

1 財務省 全国たばこ新聞 全国たばこ販売協同組合連合会 2021年2月25日発行の3月号から掲載予定

1 文部科学省 月報私学 日本私立学校振興・共済事業団 ９月号（9/1発行予定）

1 日本義肢協会誌 日本義肢協会 ７月号（７月下旬発行予定）

2 健保ニュース 健康保険組合連合会 ６月１５日号（６月中旬号）
６月２５日号（６月下旬号）

3 「ペストコントロール」195号（2021年7月号） 公益社団法人 日本ペストコントロール協会 7/6予定

4 組合員向け機関誌（8月号） 一般社団法人 日本バーテンダー協会 7/25予定

5 全国浴場新聞（組合員向け新聞） 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会 7月号からしばらくの間掲載予定

6 理容滋賀 滋賀県理容生活衛生同業組合 10月号

7 機関誌「リネンサプライ」秋季号（9月15日発行） 一般社団法人　日本リネンサプライ協会 9月15日発行

1 日経産業新聞 株式会社日本経済新聞社

2 日経ＭＪ（流通新聞） 株式会社日本経済新聞社

3 日刊工業新聞 株式会社日刊工業新聞社

4 日経ヴェリタス 株式会社日本経済新聞社

5 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉＢｕｓｉｎｅｓｓ　ｉ 株式会社日本工業新聞社

6 食品産業新聞 株式会社食品産業新聞社

7 日本食糧新聞 株式会社日本食糧新聞社

8 帝飲食糧新聞 株式会社 帝国飲食料新聞社

9 全飲連ニュース 全国飲食業生活衛生同業組合連合会

10 食品化学新聞 株式会社食品化学新聞社

11 麺業新聞 株式会社麺業新聞社

12 日本パン菓子新聞 株式会社 日本パン菓新聞社

13 日本外食新聞 株式会社外食産業新聞社

14 建設産業新聞 株式会社　日刊建設産業新聞社

15 コンクリート新聞 株式会社コンクリート新聞社

16 日本ビル新聞 株式会社日本ビル新聞社

17 石油化学新聞 株式会社石油化学新聞社

18 化学工業日報 株式会社化学工業日報社

19 薬事日報 株式会社薬事日報社

20 繊研新聞 株式会社繊研新聞社

21 電波新聞 株式会社電波新聞社

22 映像新聞 株式会社映像新聞社

農林水産省

厚生労働省

2020年12月から2021年１月の期間で随時掲載国税庁



令和３年９月29日現在

番号 府省庁名 掲載誌名 団体名 掲載時期

インボイス制度に係る広告掲載一覧（各省庁別）

23 観光経済新聞 株式会社観光経済新聞社

24 インフォマートニュース インフォマートジャパン株式会社

25 週刊BCN 株式会社ＢＣＮ

26 新聞協会報 （―社）日本新聞協会

27 全国書店新聞 日本書店商業組合連合会

28 コンビニエンスストア新聞 株式会社流通産業新聞社

29 東京交通新聞 株式会社東京交通新聞社

30 石垣 日本商工会議所

31 税務通信 税務研究会

32 会議所ニュース 日本商工会議所

33 ほうじん 公益財団法人　全国法人会総連合 夏号

34 納税月報 公益財団法人 納税協会連合会 ９月号、10月号

35 蒸留酒組合関連情報 日本蒸留酒酒造組合 2021年2月9日

2020年12月から2021年１月の期間で随時掲載

国税庁


