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令和４年（2022年）10月1日（土曜日） No.１５１５区のおしらせ 1 0 月 1 日号

内　容
　区には各県・道・市などの特産品
や観光情報などを紹介するアンテナ
ショップが数多く集まっています。
各アンテナショップの魅力を知って
もらうため、区内にある22店舗が連
携し、スタンプラリーを実施します。
　各アンテナショップを巡り、期間
中に異なる15店舗分のスタンプを集
めて応募された方の中から抽選で、
各店舗から素敵な賞品をプレゼント
します。なお、ショップごとに営業
時間、休館日が異なりますので、ホ
ームページなどをご確認の上、お出
かけください。
参加アンテナショップ
　別表１のとおり
応募方法
　台紙にスタンプを集め、必要事項
を記入の上、応募はがき部分を切り
取り、次のどちらかの方法でご応募
ください。
・63円切手を貼って郵送
・ 区役所７階商工観光課、日本橋・

月島特別出張所、中央区観光情報
センターに設置してある応募ボッ
クスへ切手を貼らず投

と う

函
か ん

（投函は
平日午前８時30分～午後５時。中
央区観光情報センターのみ、平日、
土・日曜日、祝日ともに午前９時
～午後９時）

　開館情報については区または中央
区観光情報センターのホームページ
をご確認ください。
◎ 新型コロナウイルス感染症の影響

により、短縮営業または休館の可
能性があります。

当選者の発表
　賞品の発送をもって代えさせてい
ただきます。
台紙の配布場所
　各アンテナショップ、区役所７階
商工観光課、日本橋・月島特別出張
所、中央区観光情報センターなど
主　催
　中央区、アンテナショップ連携推
進協議会
逢商工観光課都市観光推進係
　☎（３５４６）５６２４

実施期間
　10月７日（金）～26日（水）
応募締め切り日
　10月31日（当日消印有効）

　インフルエンザの流行は、初冬か
ら春先に多く見られます。ワクチン
が十分な効果を維持する期間は、接
種２週間後から約５カ月とされてい
ますので、毎年の接種をお勧めしま
す。
実施期間
　10月１日（土）～令和５年１月31日

（火）
対　象
・ 65歳以上（昭和33年１月１日以前

に生まれた方）の区内在住者
・ 60歳以上65歳未満（昭和33年１月

２日から昭和38年１月１日までに
生まれた方）で身体障害者手帳１
級相当の内部障害（心臓・腎臓・
呼吸器の機能障害またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能障
害）を有する区内在住者

費　用
　無料
接種回数
　実施期間内１回
接種方法
　対象者には、「予診票・お知らせ・
医療機関名簿」を９月末に郵送しま
した。「予診票」に必要事項を記入し、
区指定の医療機関で接種を受けてく
ださい。
◎ 予約制や曜日などが決められてい

る医療機関がありますので、事前
に必ずご確認ください。

◎ 実施期間中に65歳の誕生日を迎え
る方は、誕生日以降に接種してく
ださい。誕生日前に予診票を使用
して接種することはできません。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

　令和５年10月から実施される消費
税の適格請求書等保存方式（いわゆ
るインボイス制度）に関する説明会
を開催します。
日時など
　別表２のとおり
申し込み方法
　参加を希望する回の税務署に電話
で申し込む。
◎ 来場には、公共交通機関をご利用

ください。

◎ インボイス制度については、茜を
ご覧ください。

逢日本橋税務署法人課税第２部門
　☎（３６６３）８４５１
　内線４３３番
　京橋税務署法人課税第２部門
　☎（４４３４）００１１
　内線２４２４番
◎ 税務署の代表電話から音声案内で

２番を選択してください。
茜国税庁
　https://www.nta.go.jp/

第17回　中央区内
アンテナショップスタンプラリー

高齢者インフルエンザ予防接種 インボイス制度説明会

別表1
県・市 名　称 所在地 営業時間・休館日

青森県 青森県特産品センター 新富1－3－9 
東光ビル1階

午前10時～午後6時30分 
午前10時～午後3時30分（土曜日） 
◎日曜日、祝日は休館です。

岩手県 いわて銀河プラザ 銀座5－15－1 
南海東京ビル1階

午前10時30分～午後7時 
（毎月末日は午後5時まで）

山形県 おいしい山形プラザ 銀座1－5－10 
ギンザファーストファイブビル1・2階 午前10時～午後7時

福島県 日本橋ふくしま館MIDETTE 日本橋室町4－3－16 
柳屋太洋ビル1階

午前10時30分～午後8時 
午前11時～午後6時（土・日曜日、祝日） 

茨城県 IBARAKI sense 銀座1－2－1 
紺屋ビル1階 午前10時30分～午後8時

群馬県 ぐんまちゃん家（ち） 銀座7－10－5　 
The ORB Luminous 1・2階

午前11時～午後8時 
午前11時～午後7時（日曜日）

新潟県 ブリッジにいがた 日本橋室町1－6－5 
だいし東京ビル1階

午前10時30分～午後7時 
◎火曜日は休館です。 

（火曜日が祝日の場合は営業します）

富山県 日本橋とやま館 日本橋室町1－2－6 
日本橋大栄ビル1階

午前10時30分～午後7時30分 
◎ビル施設点検日は休館です。

石川県 いしかわ百万石物語・江戸本店 銀座2－2－18 TH銀座ビル 午前10時30分～午後7時

金沢市 dining gallery 銀座の金沢 銀座1－8－19　キラリトギンザ6階 午前11時～午後7時 
◎ビル休館日に準じます。

山梨県 Cave de ワイン県やまなし 日本橋2－3－4 
日本橋プラザビル1階

午前11時～午後8時 
午前11時～午後5時（土・日曜日、祝日）

長野県 銀座NAGANO 銀座5－6－5 NOCOビル 1・2・5階 午前10時30分～午後7時

三重県 三重テラス
日本橋室町2－4－1 
浮世小路千疋屋ビル 
YUITO ANNEX 1・2階

午前10時～午後8時

滋賀県 ここ滋賀 日本橋2－7－1 午前10時～午後8時

洲本市 日本橋室町すもと館 日本橋室町4－4－3 
喜助日本橋室町ビル1階

午前11時～午後8時 
午前11時～午後7時（土・日曜日、祝日）

広島県 ひろしまブランドショップTAU 銀座1－6－10 
銀座上一ビルディング 午前10時30分～午後7時

山口県 おいでませ山口館 日本橋2－3－4 
日本橋プラザビル1階

午前10時30分～午後7時 
◎ビル施設点検日は休館です。

高知県 まるごと高知 銀座1－3－13 
オーブプレミア 午前10時30分～午後7時

長崎県 日本橋 長崎館 日本橋2－1－3 
アーバンネット日本橋二丁目ビル1階

午前10時30分～午後7時30分 
◎ビル施設点検日は休館です。

熊本県 銀座熊本館 銀座5－3－16　 午前11時～午後7時 
◎第1月曜日は休館です。

沖縄県 銀座わしたショップ 本店 銀座1－3－9 
マルイト銀座ビル1･B1階 午前10時30分～午後7時

全国の離島 離島キッチン　日本橋店 日本橋室町2－4－3 
日本橋室町野村ビル YUITO B1階 午前11時30分～午後8時

◎ 記載しているのは物販の営業時間・定休日です。レストラン、食事処などについては、各ショップのホームページなどでご確認くだ
さい。

◎営業時間や定休日が変更になる場合があります。

別表2
会　場 日本橋税務署6階会議室 

（日本橋堀留町2－6－9）
京橋税務署4階会議室 

（新富2－6－1）

日　時

10月3日（月）

午後2時～3時

10月13日（木） 午後2時～2時30分
11月30日（水） 11月16日（水） 午後1時30分～2時
12月7日（水） 12月9日（金） 午後3時～3時30分
令和5年1月6日（金） 令和5年1月30日（月）午後1時30分～2時
2月8日（水） 2月21日（火） 午後3時～3時30分
3月8日（水） 3月2日（木） 午後1時30分～2時

定　員 各40人(先着順） 各30人(先着順）


