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神奈川県厚木市栄町１-２-２

TEL0120-05-7250 FAX046-221-7821

ウエインズ鎌倉手広店 新築オープン

BEE
サワー・
カクテルも
充実
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所 在 地／ 〒２４８-００２７ 神奈川県鎌倉市笛田１-１０-３８
１
１
連 絡 先／ TEL０４６７-３１-２１
営 業 時 間 ／９：３０〜２０：００
定 休 日／ 火曜日ほか

工事概要

ビア
ガーデ
ン ＆ バイキ グ
ン

店舗詳細

2015年6月に完成し、6月20日より新築オープンしました
ネッツトヨタ神奈川㈱ ウエインズ鎌倉手広店をご紹介します。
ウエインズ鎌倉手広店は、
歴史と自然が調和する鎌倉の景
観を第一に考えた、
デザインと機能性を両立させた店舗です。
ご来店の皆さまにゆったりとおくつろぎいただける自然光の差
し込む広々としたショールーム、
ご愛車のメンテナンスをサポー
トする最新設備のサービス工場を備えています。
建物は、県道藤沢鎌倉線(県道32号線)と県道腰越大船線
(県道304号線）
の交差する
「手広交差点」
より藤沢方向300メ
ートル右手。最寄り駅はＪＲ藤沢駅で、南口バスターミナル１番
線乗車(約７分）
「八坂目」
もしくは
「手広」
下車、
徒歩１分です。

施
工 ／ 株式会社小島組
工
期 ／ 平成２６年６月〜平成２７年５月
敷 地 面 積 ／ 1,194.43㎡
延 床 面 積 ／ 1,711.58㎡
S造 地上3階（１Ｆ／受付、整備工場
２Ｆ／ショールーム、屋上駐車場完備）

& V９IK I N G
／２２

（火）まで 大
好評開催 中

【火曜〜土曜】
１
７時３０分〜２２時（最終イン２０時３０分）
円
【日曜】
１
７時〜２
１時３０分（最終イン２０時）

男 性：3,800円 女 性：3,300
中高生：1,800円 小学生：1,200円
※５才以下のお子様は大人１名様につき2名様まで無料です

※ビアガーデン休業日：毎週月曜※雨天でもご利用できます
（９Ｆサンセットガーデン）

厚木アーバンホテル
TEL ０４６−２２３−２４４２

ご予約承り中
（１０時〜２０時）

飲み放題！
料理20品

食べ放題！

厚木市中町3−14−14 【e-mail】enkai@auhf.co.jp
【URL】http://www.auhf.co.jp
パスタのフロアサービス

鉄板ライブ

※ご予約席は40席ございます（予約席40／一般席46）
※18時30分〜19時30分の間は大変混み合いますので、ご予約をお断
りする場合もございます。

絶品料理２０品！

A S J 厚木スタジオ[(株)小島組]
☎0120-05-3159

けいわ保育園での花育活動が
今年も始まりました！
社会福祉法人敬和会 けいわ保育園とけいわ星の子保育園で、
今

アーバンスパ
日
9
2
7月 催！！
開

× 漢方の髙野薬局 コラボ企画

水

駅チカの都市密着型総合リラクゼーショ
ン施設、アーバンスパ に７月２９日
（水）
、
大好評の
「薬草湯」
が登場。
これがラストチャ
ンス！ まだ体験したことがない方は、ぜ
ひお試しください。

年も年長クラスの花育活動が始まりました。
両園では、
2009年より園児の花育に取り組んでいます。
１〜２ヶ月に

髙野茂雄先生に
よると…

１回、切り花を花瓶に生けたり、
フローラルスポンジに花を挿してアレン
ジメントを作ったり、
プランターに寄せ植えをするなど、子どもたちは
約１年をかけて、
少しずつ花の扱いに慣れていきます。
花や緑に親しむ経験を通して、
子どもたちは優しい気持ちを育みま
す。自分で生けた花はそれぞれが持ち
帰って世話をするので、
「家の中が明る

【効果・効能】肩こり・腰痛・冷え性・神経痛
・リウマチ・痔・あせも・しっしん・しもやけ

りびすた新聞持参で施設利用料２
００円引き
１１
, ００円
６７０円

★バスタオル・フェイスタオル・館内着付き 通常1,300円→
★２０時以降（バスタオル・フェイスタオル付き）通常870円→

くなる」、
「会話が増える」
とご家庭でも大

アーバンスパ

変好評です。みなさんも、
ご家庭で花を

厚木市中町３-３-９ アーバンプラザ地下１階
【TEL】
０４６-２２２-８８７９【休】月曜 【営】
１
０時〜２３時
（最終入館２２時）
〔日曜・祝日〜２２時３０分（最終入館２１時３０分）〕

飾ってみてはいかがでしょうか。

〜カンボジアから愛を込めて〜

TEL０４６-２０６-４５４
１ http://atsugieiga.com

辻・本郷税理士法人 カンボジア支部 松崎勇人

年次の税務申告が必要です。
月次の申告では、付加価値税（VAT）
、
源泉税を申告する必要があり、
さらにカンボジアでは法人税の最低課税
制度があり、売上の1％が課税所得が無くても最低法人税として課税さ
れ、月次で申告納付しなければなりません。
また、
カンボジアでも日本と同様
に法人税があり、年度の純利益から申告調整の上計算した課税所得

上映スケジュール

カンボジアで会社を設立すると、税務署への納税者登録、月次及び

に、法人税率である20％を乗じて計算され、年次で申告納付しなければ
なりません。
なお、
カンボジアでは課税年度は原則1月〜12月となっておりまして、外国に親会社を有する会社
については、税務署からの認可を得る事を前提に、1月〜12月以外の年度とする事も認められております。
また、
カンボジアには、投資法（Law on Investment）
を根拠法令としたQIP（Qualiﬁed Investment
Project）
と呼ばれる投資優遇制度があり、
フン・セン首相を議長とするCDC（The Council for the Development of Cambodia、
カンボジア開発評議会）
が、事業の審査、許認可権限を持っております。
QIPに認定され

漢方の髙野薬局 厚木市田村町１−２４
【TEL】
０４６-２２２-３２０１
【営】
９時〜１
９時３０分【休】日曜

アミ
アミュー
ュー あつぎ映画.com
あつぎ映 画.com シネマ

カンボジアの税務及び投資環境

カンボジア通信

入浴は、全身の
筋肉の緊張を和ら
げる、血液の循環
をよくし新陳代謝を促す、血行を促進し体内
の老廃物や疲労物質を除去するなど、多くの
効果があります。
さまざまな生薬を配合した
薬草湯は、
これらの効果をさらに高める漢方
風呂です。

Pi cukp

8／1（土）〜8／14（金）

8／1（土）〜8／14（金）

劇場版 シドニアの騎士

娚（おとこ）の一生

監督：静野孔文
原作：弐瓶勉

監督：廣木隆一
出演：榮倉奈々ほか
(C)2015 西炯子・小学館／「娚の一生」製作委員会

(C)TSUTOMU NIHEI・KODANSHA/KOS PRODUCTION COMMITTEE.

8／1（土）〜8／14（金）

8／1（土）〜8／14（金）

バードマン

マジック・イン・ムーンライト

監督：アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
出演：マイケル・キートンほか

監督：ウッディ・アレン
出演：アイリーン・アトキンスほか

(C)2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

Photo: Jack English (C) 2014 Gravier Productions, Inc.

8／1（土）〜8／14（金）

8／1（土）〜8／14（金）

小さな世界はワンダーランド

私の少女

監督：マーク・ブラウンロウ
脚本：マーク・ブラウンロウ、マイケル・ガントン

監督：チョン・ジュリ
出演：ペ・ドゥナほか

(C)BBC 2014

(C)2014 MovieCOLLAGE and PINEHOUSE FILM, ALL RIGHTS RESERVED

ると、輸出入関税の免税、最大で約9年間の法人税免税等の優遇措置を受ける事が出来ます。QIPには、
経済特区内に立地するQIPと、経済特区外に立地するQIPとの2種類があり、
それぞれ、CDC内の管轄部局
が異なっています。

3

エピソード

カンボジアは、土地の保有を除き、投資について内外資本差別を設けておらず、非常に開放的な政策を
取っている一方、足元では、高い電力や輸送コス
ト、行政による許認可プロセスの不透明さ等の問題はあるもの

Sport News

小島組カンボジアへのお問い合わせ
KOJIMAGUMI (CAMBODIA) CO., LTD
Floor16, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd ( Coner St.232) Phnom
Penｈ, Cambodia Tel: +855 23 964 255【日本語対応可能】
E-mail: k-cambodia@kojimagumi-kh.com
【または、㈱小島組 046-221-4545 担当：小林まで】

の、同じくアセアン域内後発国であるミ
ャ
ンマーやラオス等と比較して、
インフラ
面で優位性があり、進出先の選択肢
の一つとして検討する価値のある国の
一つです。

厚木と人と映画と
お客様と対話する映画館

「そして父になる」
をご覧
になったご年配の男性の
お客様がボロボロと涙を
代表取締役 青山大蔵
流しながら劇場から出て
来られました。私が深くお辞儀をして顔を上げた
時、お客様は私の目を見ておっしゃいました。
「息
子のことを思い出しちゃってさ…。
いい映画だった
よ、
ありがとう」。
「言の葉の庭」
をご覧頂いた車椅子の若い男性の

お客様。私がエレベーターまでご案内した際におっ
しゃいました。
「映画館で映画見るのはいいですね。
どうしようかと思ったけど、やっぱり来て良かった。
また来ます。
ありがとうございました…」。
映画館に
「ありがとう」の言葉が溢れ返ります。
お
客様とスタッフがしっかり対話する映画館。最初は
違和感を感じていたスタッフが「お客様とお話する
のが楽しい！」
と言ってくれます。
これは間違ってい
ない。確信しています。

「厚木ＳＣ」
をコジマグループは
応援しています！
！
8月28日（金）から30日（日）
の３日間、厚木市営
及川球技場で第48回日本女子ソフトボールリー
グ２部アドバンスセクション第３節厚木大会が行わ
れます。
各日の第一試合には地元の小・中学生に始球式
をしてもらうことも決定しており、子どもたちの夢が
更に広がるよう、
ソフトボールの街・厚木から全国へ
BackSoftball2020を発信していきます。
試合当日はぜひ会場で厚木SCの
ガッツ溢れるプレーをご
観戦になり、選手たちに

開催場所／厚木市営及川球技場
（神奈川県厚木市及川１-１
７-１ TEL０４６-２４２-３０６０）
８月２８日（金）
１
０：３０〜 東海理化 vs 厚木ＳＣ

皆様の熱い声援を送っ

８月２９日（土）
１
２：３０〜 厚木ＳＣ vs ＣＬＵＢ北九州

て下さい!!!!!

８月３０日（日）
１
０：３０〜 厚木ＳＣ vs 平林金属
１
３：００〜 厚木ＳＣ vs ドリーム☆ワールド

http://softball-atsugi.sakura.ne.jp/sub10.htm

サッカーを通じて子どもを大人にする
みる・きく・振り返る・チャレンジする力を身に付け変化を楽しむ!!

LJサッカーアカデミー サマースクール
夏休みの学校の宿題「自由研究」を制作しながら
スキルアップを目指す

自由研究コース

LJ Atsugiジュニアユース選手との合同トレーニングに
参加できる

Jr.ユース体験コース

早朝のラジオ体操の代わりにサッカーを

ラジオサッカー
「フェイント」にフォーカスしたクラス

エルジェイスキルアップサマークラス
etc…多彩なコース・クラスをご用意しました。

なでしこを目指して

ガールズコース

詳しくはHPをご覧ください
http://www.l-sport.co.jp

TEL046-220-0506

