
確定申告・ライフプラン
無料相談サービスのご案内

確定申告・ライフプラン無料相談サービス

住宅購入１年目のお客様に向けた “特別無料相談”開催します！

この度「確定申告」の時期を迎えるに
あたりまして、皆様にファイナンシャル・
プランナーによる「確定申告およびラ
イフプラン無料相談サービス」のご案
内です♪

平成２8年1月1日～12月31日に新築住宅に入居し、
（※実際にお引越しをされていなくても、住民票を移動した場合も含まれます。）
下記に該当する方は平成２９年２月１６日から３月１５日までに控除を受ける為の確定申
告を行なって頂く必要があります。

　(1)　住宅を新築又は新築住宅を取得し、住宅ローンをお借入された方
　(2)　認定長期優良住宅の新築等をした方 

「確定申告のために、どのような手続きが必要かわからない」という方、
当社提携保険会社（東京海上日動あんしん生命）のファイナンシャル・プランナー
が無料でお手伝いさせて頂きます。

開催時間／午前の部　10:00～ 12:00
　　　　　午後の部　13:00～ 17:00

お友達と一緒にご来場いただいたお客様には
スターバックスカード（500円分）をお二人にプレゼント！
ライフプランの見直しや家づくりを検討中のお友達をご紹介ください！

さらに！

茨城県内全４会場で開催！！
２月第１週～第３週の

毎週土日開催！

会場の詳しいご案内は裏面をご覧ください→

（所要時間／約20分～30分）

ご来場された方へ焼き菓子をプレゼント♪

ライフプランの見直し 家づくりのご相談

ご来場プレゼント

※焼き菓子のプレゼントは１組様に付き１つまでとさせていただきます。お友達ご紹介プレゼントは、ご紹介していただいた方のアンケート記入が条件となります。



尚、今回の確定申告をきっかけに、ライフプランの見直しをしてみてはいかがでしょうか。
住宅ローンが始まり家計が安定してきたこの時期に、万が一の備えやお子様の教育資金の備え、
リフォームに向けた備えは万全か、家計に無駄が無いかなど、
今一度この時期にライフプランを見直す方が多くなっております。
他社で建築されたお友達もご相談できますので、ぜひ一緒にご来場ください！
不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください♪　
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■ 本社／〒310-0852 茨城県水戸市笠原町1196-15  ■ 営業時間/AM9:00～PM7：00

開催時間／午前の部　10:00 ～ 12:00
　　　　　午後の部　13:00 ～ 17:00２月第１週～第３週の毎週土日開催！
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〒300-1207
牛久市ひたち野東5-21-1
（うしく住宅展示場内）
営業時間／
ＡＭ10:00～PM6:00

029-870-4570
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ライフプランの見直しをしてみてはいかがでしょうか。

他社で建築されたお友達もご相談できますので、ぜひ一緒にご来場ください！

※上記日程以外でも予約制でご相談を承っております。ご契約された店舗までお問い合わせください。

※当DMに関する詳細は下記のご契約された店舗までお問い合わせください。
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確定申告に必要な書類と申告期間のご案内

【必要書類】

【税務署所在地】 平成29年2月16日（木）～平成29年3月15日（水）の期間中は申請を税務署ではなく、別会場で行う地域がございます。
「土浦」「日立」「水戸」の管轄地域の方はご注意ください

※1月の手続きの場合、申告会場は開設されてないため、管轄の税務署での申告になります。

【確定申告期間】平成２９年２月１６日（木）から３月１５日（水）まで
　　　　　　　３月に入りますと混み合いますので、早めの手続きをオススメいたします。

※お客様によっては1月より管轄の税務署にて申告手続きが可能な場合がございますので、各税務署までご確認下さい。

潮来

太田

古河

下館

土浦

※平成29年2月16日（木）～
平成29年3月15日（水）の期間

新治ショッピングセンター   さん・あぴお
2階土浦市大畑1611

日立

※平成29年2月16日（木）～
平成29年3月15日（水）の期間

日立シビックセンター   マーブルホール
会議室日立市幸町1－21－1

水戸

※平成29年2月16日（木）～
平成29年3月15日（水）の期間 水戸中央ビル   4階　水戸市泉町2－3－2

竜ヶ崎

〒311-2492
潮来市小泉南1358番地 0299-66-6931 鹿島市   潮来市   神栖市   行方市   鉾田市

〒313-8686
常陸太田市金井町3662番地 0294-72-2171 常陸太田市   ひたちなか市   常陸大宮市   那珂市   

那珂郡   久慈郡

〒306-8686
古河市北町5番2号 0280-32-4161 古河市   坂東市   猿島郡

〒308-8608
筑西市丙116番地16筑西しもだて合同庁舎 0296-24-2121 筑西市   結城市   下妻市   常総市   桜川市   結城郡

〒300-8601
土浦市城北町4番15号 土浦市   石岡市   つくば市   かすみがうら市

つくばみらい市029-822-1100

〒301-8601
龍ヶ崎市河原代町1182番地の5 0297-66-1303 龍ヶ崎市   取手市   牛久市   守谷市   稲敷市

稲敷郡   北相馬郡

〒317-8602
日立市若葉町2丁目1番8号

〒310-8666
水戸市北見町1番17号

0294-21-6346 日立市   高萩市   北茨城市

029-231-4211 水戸市   笠間市   小美玉市   東茨城郡

税務署名 所在地 電話番号 管轄地区

長期優良

(注１)年末残高証明書については融資実行の時期により平成29年1月末に郵送される場合があります。(注２)住宅用家屋証明書は市町村役場の税務課にて発行して頂いてください。
(注３)建築にあたり、土地や資金の贈与を受けた場合は贈与税の申告が必要となります。贈与税の申告にも謄本が必要となりますので、確定申告と合わせて２セットご用意ください。

お客様がどちらに該当するかは、本DMの宛名をご確認ください。

マイナンバーカードを
お持ちでない場合⇒

【番号確認書類】
通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票のいづれか１つ
【身元確認書類】
運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート・在留カードのいづれか１つ

原本
市町村役場又は支所 ● ●

お手元にあるもの ● ●

お手元にあるもの ● ●

源泉徴収票   平成28年分 原本 ご勤務先より入手 ● ●

工事請負契約書及び売買契約書の写し 写し お手元に保管しているもの ● ●

住宅用家屋証明書 原本又は写し 市町村役場にて発行（注２） ●

長期優良住宅建築等計画の認定通知書 写し お手元に保管しているもの ●

家屋・土地の登記簿謄本（登記事項証明書）（注3）
（有効期限については税務署にお問い合わせ下さい）

原本 法務局
（最寄りの法務局にて取得可能）

● ●

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 原本 金融機関より郵送（注1） ● ●

●

マイナンバーカード 原本又は写し

入手先 一般物件
長期優良
住宅

書類名

通帳（還付金が振込の為）
（振込先が明確で有れば持参不要）

ご印鑑（シャチハタ不可）

確定申告書 原本 当日税務署にて作成 ● ●

住宅借入金等特別控除額の計算明細書 原本 当日税務署にて作成 ●

（右記２種の書類が必用です）


