境港青色申告会 青色ひろば

で会社勤めをしていまし
たが、元々アウトドアが
好きでキャンプやキャン
ピングカーなどに興味が
あり、雑誌を読んだり同
好の人とＳＮＳやメール
で交流していました。
そうした中で、エアス
トリーム社製の車体を使
って箱根で営業している
人と知り合い、頻繁に連
絡を取るようになりまし
た。更に詳細を知りたく
自分の目で確かめに行き
ましたが、実物を見た途
カフェ ランドヨット

端、完全にはまりました。
「自 分 も や り た い、絶
対にやるぞ」と早速、購
入方法を教わり、千葉県
の業者を通してアメリ
カ・カリフォルニアのバ
イヤーに購入を申し込み
ました。紆余曲折を経て
約１年かかりましたが、
やっと手に入れることが
できたのです。
車の後部分を調理室に、
前部分を客席に改装し、

テーブルを置き、ベンチ
スタイルの座席を設けま
した。店内に入ってみる
と、天井は高く 人以上
のお客さんに対応できる
ように作られていて、圧
迫感は全くありません。
ことし３月にオープン
しましたが、すぐに新型
コロナウイルス感染症拡
大の影響のため、あえな
く休業。再度６月 日に
再開しましたが、それで
も店外には小さなメニュ
ー板がポツンとあるだけ
で、宣伝用のノボリなど

ー 持続化給付金 ー

鬼太郎の里
わたなべ

は一切ありません。
「テレビ取材もあった
し、ＳＮＳや口コミで地
道にやっています。大々
的に宣伝して大勢に押し
かけられても対応できな
いんです」と木村さんは
笑って話しました。
また
「メニューの中で
は、コーヒーは勿論です
が、厚焼き玉子サンドが
一番のお勧めです。玉子
にはこだわりがあり、無
農薬飼料で育てられた鶏
の玉子以外は使用しませ
ん。高くつくけど、味が

濃くておいしくお客さん
に安心して提供できます
から」
とも話す木村さん。
個人のお客さんは当然
ですが、お店のスペース
から見ると、少人数のパ
ーティー、例えば誕生パ
ーティーなどには最適で
はないでしょうか。冷や
かしでも結構。ぜひ、カ

フェ ランドヨットの雰囲
気を味わいに足を運んで
みませんか。
コーヒーと厚焼き玉子
サンドを注文していただ
ければ最高ですが。

サンアート山陰

ホームページ：www.youwa-hoken.jp/
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を連想させる特異な雰囲
気をもったお店なのに。
移動販売車、または車
内販売車…。何と言った
らいいのでしょうか。ア
メリカ・エアストリーム
社製の移動可能な喫茶店
です。
経営者の
木村孝史さ
んがこのお
店に辿り着
くまでには、
かなりの月
日と人手を
要しました。
その経緯を
かいつまん
でお話しし
ます。
学校卒業
後、木村さ
んは名古屋
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友和・保険センター

株式会社

鳥取県公安委員会認定 第61号
㈳全国警備業協会加盟・鳥取県警備業協会会員

専用のドライブレコーダーでお客さまの
安全運転をしっかり見守ります！

◎事故緊急自動通報サービス 安全運転支援アラート など

鳥取県西部・島根県東部など

GK 見守るクルマの保険

● 元気な方なら、
18歳〜65歳位までOK
● 勤務場所は、境港市内・米子市周辺

本 店 〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-2-6 TEL（0859）34-4938 FAX34-5660
境港店 〒684-0071 鳥取県境港市外江町2361-2 TEL（0859）21-0117 FAX21-0118

有限会社
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【事業所のあらまし】
事業所名 カフェ ランドヨット
代 表 者 木村 孝史
（きむら・たかし）
所 在 地 境港市京町199
事業内容 カフェ
営 業 日 水曜日～日曜日
(月・火定休)
営業時間 11：00～15：00
T E L 0８0- 5238- 5718

Y
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目立たない場所にある
のに凄く目立つお店
「カ
フェ ランドヨット」
さん
を訪問しました。
取材の事前準備でお店
を訪ねましたが、夜間と
いうこともあり、不覚に
も二度も表を素通りして
しまいました。ジュラル
ミン製でロケットや弾丸
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ロケットや弾丸を連想させる木村孝史さんの店舗
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•••••••••••••••••••••••••••••••
施策が実施されています の場合＝１００万円▽法
が、このうち、持続化給 人の場合＝２００万円※
付金について検討して見 ただし、昨年一年間の売
上からの減少分が上限と
ましょう。
給付の要件 ▽コロナの なっています
影響により、一カ月の売 計算方法 前年の売上高
上が前年同月比で ％以 ︱ 前(年同月比 ％以上
新型コロナウイルス感 上 減 少 し て い る 場 合 ▽ 減少した月の売上× カ
染症 コ(ロナ の)影響は大 ２０１９年以前から事業 月 ＝
) 給付金額
きく、多くの事業者が苦 収入を得ており、今後も 持続化給付金の税務処理
課税対象となりますの
境に立たされています。 事業を継続する意思があ
事業の継続を支えるため、 ること※２０２０年３月 で、収入に計上します。
国、県、市などで様々な までに開業し、前年の売 なお、消費税は不課税取
上が無い場合には特例が 引に該当するため、課税
設けられています
されません。申請期限は、
給付金額 ▽個人事業者 来年１月 日です。
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•••••••••••••••••••
極的な姿勢を見習いたい
女性部だより
と思います。
９月の連休の頃から境
アイデアを求めています
港の町にも人出があり、
にぎわいが戻って来てい
るようです。これからの
行楽シーズンは、多くの
人に来ていただければと
思います。
青色申告会女性部の今
年度の活動も進めていき
たいと思います。アイデ
アをお願いします。
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秋の気配が朝晩色濃く
なりました。
月に実施された国勢
調査。記入をしている時、
自分の気持ちは 歳台の
つもりなのに高齢者であ
ることを再確認させられ
た時間になりました。周
りの皆さんの行動的で積
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移動可能な喫茶店
マイナポイントは早めの申請を

20
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PEGAZOU shop ぺガ蔵
佐々木 隆

ー カフェ ランドヨット ー
皆さんは舘ひろしさんがうさぎの着ぐるみを着て
いるCMを見たことありますか？
このCMは「マイナンバーカード」
を使って申し込み
を行い、キャッシュレス決済サービスで買い物をす
ると、25%(最大5000円)分のポイントがもらえる
「マ
イナポイント」
のキャンペーンです。
マイナポイントは、まずマイナンバーカードを境港
市に申請して取得し、マイナポイント申請スポット(郵
便局・ローソン・ヤマダ電機など)やスマホ、または
パソコンで手続きします。
来年3月までのキャンペーンなので、早めに申請し
たいですね。なんといっても5000円分のポイントは、
助かります。ちょっと豪勢な晩御飯もできるし、マイ
ナポイント＋αで、高価なものも買えてしまうのです
から。
マイナンバーカードの取得率に関しては、ことし３
月時点では、全国で15.5％でした。境港市にいたっ
ては、11.8％にとどまっています。
マイナンバー制度が始まって５年、政府は取得率
の向上を目指しています。また、合わせて経済産業
省の政策と感染予防の観点から、キャッシュレス化
を推進するために、このキャンペーンが行われてい
るのです。
今後、どのように生活が変化するとも限らないの
で、決済サービスは慎重に決めたいものです。便利
で使いやすくてどこでも使えて、期限がないものが
いいですね。マイナポイントをもらうためには、手
続が必要な決済サービスもあります。
決済サービスの会社や受け取り方について、詳し
くは総務省の公式ホームページ（
「マイナポイントと
は」
で検索）
をご覧ください。
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青色申告会の元気企業
インターネットの基礎知識 ⑫

〜 境港店店長 鷲澤からのお得情報 〜

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

