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EXPLANATION イラストの説明です。

私のコメントは
必ず
読んでくださいね！

最後に書類の画像を添付し
て紙台紙Aに張って原本又は
コピーを提出して下さい！

紙台紙Aに張ってコピー
を提出して下さい！

おねがい君

私のコメントは
お願いごとです！
読んでくださいね！

まず、７つの問いに答えると、回答次第で下記の質問１～質問13が表示されます。 きっちり君

【 はじめに 】７つの問いに答えていただきます。
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きっちり君

最後に書類の画像を添付し
て紙台紙Bに張って原本を提
出して下さい！

※※※※紙台紙は、紙台紙A／紙台紙Bの2種類があります。
※※※※

紙台紙A 紙台紙B

源泉徴収票
本人住所
世帯主
障害者区分
配偶者
配偶者控除
扶養親族控除
勤労学生

生命保険控除
地震保険控除
社会保険料控除
小規模共済等
住宅ローン控除

確認１ 入力確認画面１

確認２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p10
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今年2社以上から給与をもらっている方

⇒「はい」にチェック

⇒「いいえ」にチェック

７つの問いはじめに

※※税区分甲欄の方※※
下記の７つの問いにお答えください。

※※税区分乙欄の方※※オフィスステーションは利用しません。
『扶養控除申告書』(紙)で名前・住所・扶養情報を確認の上、申告してください。 きっちり君

結婚している方 ⇒「はい」にチェック
結婚していない方 ⇒「いいえ」にチェック

注意ポイントをしっかり読んで７つの問いに答えてください！

(1)

結婚していない場合、
離婚・死別・生死不明の場合、「はい」。結婚し
たことがない人は「いいえ」にチェック！

扶養親族がいる方 ⇒「はい」にチェック
扶養親族がいない方⇒「いいえ」にチェック

(2)

おねがい君

学生アルバイトの方 ⇒ 「はい」にチェック(3)

生命保険料等を個人で支払っている方
⇒ 「はい」にチェック

※団体保険入っている方は、表示されていますので
ご確認ください。

(4)

社会保険料・小規模共済等を個人で支払っている方
⇒ 「はい」にチェック

※会社から給与天引きされている
社会保険料等は、対象になりません。

(5)

住宅借入金等特別控除申告書をお持ちの方
⇒「はい」にチェック

(6)

原本を紙台紙Bに添付

前職源泉の原本を
紙台紙Aに添付

(7)

※※※７つの問いの回答内容によって、回答が必要ない質問は表示されません。※※※

※他の方の扶養に入っている方は扶養親族の対象になりません。

※扶養親族が今年亡くなった方は、
扶養控除の対象になる場合がありますので、
扶養している親族(子など)はいますか？⇒

「はい」
を選んでください。

質問１～源泉徴収票 へ

質問２～本人 へ

原本を紙台紙Aに添付

原本を紙台紙Aに添付

乙

甲欄の方のみ回答してください

※退職して復帰した会社も含みます。

会社に情報がある方は、

情報通りチェックが
入っています。
必ず正しいかどうか確
認してください。

会社に情報がある方は、

情報通りチェックが
入っています。
必ず正しいかどうか確
認してください。

※配偶者が今年亡くなった方は、
寡婦(夫)・扶養控除の対象になる場合がありますので、
結婚していますか？⇒ 「はい」
を選んでください。

おねがい君

【結婚していない場合】

今年2社以上から給与をもらっていない方

※※税区分甲欄の方※※質問❷～本人住所 質問❸～世帯主 質問❹～障害者区分は、
必ず表示されますので、確認の上申告してください。

会社に情報がある方は、

情報通りチェックが
入っています。
必ず正しいかどうか確
認してください。
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源泉徴収票は、画像を最後に添付してください
転職の方は、全ての源泉徴収票を
添付してください。

源泉徴収票 今年２社以上で給与をもらっている方に答えていただきます。

きっちり君

必ず「はい」にチェックしてください。

「転職」「掛け持ち」を選択してください。

「転職」を選択

「掛け持ち」を選択

質問１

おねがい君

※再入社のかたも含みます。

「従たる給与についての
扶養控除申告書の届け出」
を提出しますか？
⇒「いいえ」にチェックしてください。

おねがい君

この質問は、はじめにの問（７）で「はい」と答えた方が表示されます。

転職を選んだ方⇒必ず年末調整を行います！

お手元にある場合；
■支払者の氏名又は名称
■所在地・支払い金額
■社会保険料等の金額
■小規模企業共済等掛金
■源泉徴収額
■退職年月日

会社に提出済みの場合；
■支払者の氏名又は名称
■所在地
■退職年月日

前職源泉徴収票の内容を入力します。

下記の項目を入力してください。

※転記する箇所等ご不明な場合は、

が用意されていますので
ご確認ください。

前職源泉徴収票追加
ボタンをクリック

「手元にあります」又は「会社に提出済み」を選択してください。

主たる給与⇒当社 主たる給与⇒他社
扶
養
控
除
申
告
書（
紙
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

乙

「扶養控除申告書」
を当社に提出しますか？
⇒「いいえ」にチェックしてください。

おねがい君
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質問２ 本人住所 ２０２０年１月１日時点のお住いの住所を確認します。

世帯主

住民票住所 現在お住いの住所と読み替えてください。

画面を開けると
会社に登録されている現在お住いの住所が表示されます。
※住民票住所と記載がありますが、現在お住いの住所と読み替えてください。

①「変更あり」をクリックして
ください。

2020年１月１日時点の住所と違う住所が表示されている方は、
「変更あり」で変更してください。

②変更後のお住いの住所を入力
してください。

おねがい君

質問３ 世帯主名および続柄を入力してください。

自動的に住所がはいりますので、
そのままにしておいてください。

変更した場合
「住民票の住所と同じ」と記載
されますが、申告には差し支え
ありません。

画面を開けると
あなたのお名前と、続柄は「本人」と表示されています。

世帯主があなた以外の場合は、
「変更あり」をクリックして
ください。

世帯主名と続柄を入力してくだ
さい。
※例えば、世帯主がご主人の場合

ご主人のお名前
続柄 夫

※例えば、世帯主がお父様の場合
お父様のお名前
続柄 父

お住いの住所が表示されている場合は、
「変更なし」をクリックしてください。

あなたが世帯主の場合は、
「変更なし」をクリックしてください。

4



2019年版利用詳細マニュアル

障害者区分 あなたの障害の状態をお答えください。

入力していくと一般・特別
障害が自動判別されます。
※その他の場合は、判別さ
れませんので、どちらかを
選択してください。

質問４

①手帳の種類を選択してください。
■身体障害者手帳
■精神障害者保険福祉手帳
■療育手帳
■その他

のいずれかを選択します。

障害がある場合は、「はい」にチェックが入っています。

手帳の種類・交付年月日・等級・障害区分の
正しい情報を必ず入力してください。

②「交付年月日」を入力してください。

③「等級」を選択又は入力してください。

表示が「いいえ」になっている方

おねがい君

※障害に該当する場合は、
既に表示している方も含め障害者手帳の
次の項目が分かるページをコピーして提出してください。
①名前 ②生年月日 ③交付年月日
④有効期限 ⑤等級がわかる箇所

画面を開けると
会社に障害の届出をされている方は、左の画面が表示されま
すので正しい情報を入力ください。

「身体障害者手帳／交付年月日⇒空白／1級／特別障害」
と表示されていますので、
正しい情報を上から順に入力してください。

※療育手帳
判定書がある場合、別途判定書の
コピーも提出してください。

新たに障害に該当する項目がある場合は、「変更あり」をクリックし
て追加してください。

きっちり君

変更がない場合は、「変更なし」をクリックしてください。
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身体障害者手帳／精神障害者保険福祉手帳
⇒等級が選択できます。

療育手帳
⇒等級最重要度・重度・中度・軽度で選択となります。

その他
⇒等級を入力してください。
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結婚している場合配偶者
配偶者が今年亡くなった方も、収入（所得）によっては、配偶者控除の対象
になりますので配偶者の所得をご申告ください。 きっちり君

扶養に入る年は、どの年ですか？
「今年・来年共に対象」を選択してください。

配偶者の住所を下記項目から選択してください。
「同居」／「別居（国内）」／「海外に居住」
※ ※ ※ 「海外に居住」の場合※ ※ ※
送金関係・親族関係書類を
提出してください。

配偶者が障害手帳をお持ちの場合
手帳の種類
交付年月日
障害の等級
障害者区分を入力

質問５

画面を開けると
入力画面が表示されますので、
正しい情報をご入力ください。

あなたの給与年収⇒1220万円以下なら
「はい」にチェックしてください。

あなたの収入で配偶者を扶養している場合
「はい」にチェック、そうでない場合は、「いいえ」にチェックしてください。
※画面に「お金を共にする」とはの説明ボタンがあります。
※あなたが配偶者の扶養となっている場合は、「いいえ」にチェックしてください。

配偶者の今年の年収が201万6000円未満の見込なら
「はい」にチェックしてください。
「いいえ」の場合は控除対象外となります。

※給与収入と公的年金収入ともにある方
⇒その他を選択してください。

※質問６で詳細を確認してください。

収入なし⇒０と記入
給与収入のみor公的年金収入のみ⇒収入を記入
その他⇒年間所得の見込額を記入

今年の配偶者の収入

給与収入のみ⇒収入を記入
給与収入以外の収入がある

⇒年間所得の見込額を記入

今年のあなた（ご本人）の収入

※質問６で詳細を確認してください。

来年の収入
「☑今年と同じ」に
必ずチェックをいれ
てください。

おねがい君

この質問は、はじめにの問（１）で「はい」と答えた方が表示されます。

LASTの画像アップロードの
コメント欄に
今年亡くなった配偶者の氏名・
生年月日を
記入してください。

おねがい君

お金を共にする⇒「はい」にすると

「台帳から引用」は使用できません。
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配偶者質問５

給与収入のみ⇒収入を記入
給与収入以外の収入がある

⇒年間所得の見込額を記入

今年のあなた（ご本人）の収入

※質問６で詳細を確認してください。

結婚していない場合 配偶者と死別(今年死別除く)・離別・生死不明の方が対象になります。

配偶者が死別・離別・生死不明の方が対象になります。
※今年配偶者が死別された方は、前頁をご確認ください。

死別の場合

離婚・生死不明の場合

死別・離婚・生死不明の場合

特別の寡婦／寡婦／対象外を自動判定します。

同一生計の子供
扶養親族がいる

収入または所得を入力

扶養親族をチェック

判定

寡婦／対象外を自動判定します。

寡婦

収入または所得を入力

扶養親族をチェック

判定

寡夫／対象外を自動判定します。

収入または所得を入力

扶養親族をチェック

判定

所得
500万円以下 同一生計の子供

寡夫

＋

この質問は、はじめにの問（１）で「いいえ」と答えた方が表示されます。

画面を開けると
入力画面が表示されますので、正しい情報をご入力くだ
さい。

所得500万円超

所得500万円以下

所得
500万円以下

特別の寡婦

＋ 同一生計の子供

きっちり君

女性の場合

男性の場合

女性にチェックが入っています。

配偶者の状況を
死別／離婚／生死不明から選択してください。

同一生計の子供
扶養親族がいる

寡婦
所得500万円超

所得
500万円以下

特別の寡婦

＋ 同一生計の子供

男性にチェックが入っています。

配偶者の状況を
死別／離婚／生死不明から選択してください。

来年の収入
「☑今年と同
じ」に
必ずチェック
をいれてくだ
さい。

おねがい君

来年の収入
「☑今年と同
じ」に
必ずチェック
をいれてくだ
さい。

おねがい君

7



2019年版利用詳細マニュアル

配偶者控除質問６ 質問５で、あなたの収入／所得・配偶者の収入／所得を記入した方への
確認画面です。配偶者控除対象外の人は表示されません。

「あなたの収入」「配偶者の収入」をご確認ください。
※給与収入以外の事業所得等がある方、給与収入と年金収入がともにある方などは
必ず所得の種類を確認して収入をご入力ください。 きっちり君

画面を開けると
質問５で答えた情報が表示されています。

「変更あり」をクリックする。
あなたの収入

配偶者の収入

収入と必要経費
を入力すると自動計算します。

配偶者の給与所得
収入金額（a）
所得金額

配偶者の事業所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

配偶者の雑所得
☑公的年金収入のみ

収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

配偶者の配当所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

配偶者の不動産所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

配偶者の退職所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額
(a-b)×1/2又は(a-b)

配偶者のその他所得
収入金額
必要経費
うち特別控除
所得金額

(一時所得又は長期譲渡所得は1/2)

配偶者の合計所得金額
配偶者の生年月日
配偶者控除額
配偶者特別控除額

あなたの給与所得
収入金額（a）
所得金額

あなたの事業所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

あなたの雑所得
☑公的年金収入のみ

収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

あなたの配当所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

あなたの不動産所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額(a-b)

あなたの退職所得
収入金額（a）
必要経費（b）
所得金額
(a-b)×1/2又は(a-b)

あなたのその他所得
収入金額
必要経費
うち特別控除
所得金額

(一時所得又は長期譲渡所得は1/2)

あなたの合計所得金額

年金収入で
公的年金収入のみの方は
必ずチェックいれてく
ださい。
私的年金をお持ちの方は、必
要経費を計算して所得合計を
出してください。

年金収入で
公的年金収入のみの方は
必ずチェックいれてく
ださい。
私的年金をお持ちの方は、必
要経費を計算して所得合計を
出してください。

収入と必要経費
を入力すると自動計算します。
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扶養親族が障害手帳お持ちの場合
手帳の種類
交付年月日
障害の等級
障害者区分を入力

扶養親族控除質問７

扶養親族が今年亡くなった方も、収入（所得）によっては、
扶養控除の対象になりますので所得をご申告ください。

画面を開けると
会社にある家族情報が表示されていますので、ご確認ください。

きっちり君

※給与収入と公的年金収入ともにある方
⇒その他を選択してください。

収入なし⇒０と記入
給与収入のみor公的年金収入のみ⇒収入を記入
その他⇒年間所得の見込額を記入

今年の扶養親族の収入

児童扶養手当を受給している人は
「受給している」にチェックをして児童扶養手当証書の番号を記入しください。
※児童扶養手当は、児童手当とは違います！

誰の扶養に入りますか？
扶養として申告する場合は、
必ず「あなた」を選択してください。

扶養に入る年はどの年ですか？
「今年・来年共に対象」を選択してください。

この質問の最初に、
児童扶養手当を「受給している」にチェックしている方は、
児童扶養手当の対象者の確認をもとめられますので
「該当する」「該当しない」のどちらかにチェックをいれて
ください。

扶養親族の住所を下記項目から選択
してください。
「同居」／「別居（国内）」／「海外に居住」

※ 「海外に居住」の場合 ※
送金関係・親族関係書類を
提出してください。

※「あなた以外の他の所得者」を選択し
た場合は、扶養控除の対象となりません。

この質問は、はじめにの問（２）で「はい」と答えた方が表示されます。
扶養親族についてお答えください。

LASTの画像アップロードの
コメント欄に
今年亡くなった扶養親族の
氏名・生年月日を
記入してください。

おねがい君

所得=収入ー必要経費

ここクリックすると、詳細が表示されます。
正しい情報を入力してください。※ここで入力する扶養は、あなたの税扶養に入る方です。

扶養親族を追加するとき
クリックしてください。

会社が情報
をもってい
る扶養家族
の人数分表
示されます。

おねがい君

来年の収入
「☑今年と同じ」に
必ずチェックをいれて
ください。

おねがい君

追加する扶養親族があ
る場合は、
【扶養親族を追加】を
クリックして入力して
ください。

オープンボタン
情報を表示するときはここをクリック！

【クローズボタン】
情報を非表示にするボタンです。

オープンボックスをク
リックして表示し、次
の扶養親族の正しい情
報を入力してください。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

追加する扶養親族がない方は。
【保存して次へ】をクリック
してください。

9



2019年版利用詳細マニュアル

勤労学生 学生アルバイトの方は入力してください。質問８

画面を開けると
会社にある情報が表示されていますのでご確認ください。

この質問は、はじめにの問（３）で「はい」と答えた方が表示されます。

今年の給与収入の年間見込み額１３０万円以下の方は
「はい」とお答えください。

今年の給与所得の見積額を
0～65万円の間で、選択してください。

給与所得以外の収入がある方は、「はい」にチェックをして
給与以外の所得の見積額を
0～１０万円の間で、選択してください。

学校の種類（大学等）を選択してください。

※専門学校の方は、「各種専修学校」
を選択し、学生証をアップロードした後、
（写）を提出してください。

学校名を入力してください。

入学日を入力してください。

給与収入ー65万をひいて5万単位
で繰り上げてください。
例；128万ー65万=63万

⇒65万円を選択してください。 おねがい君

写し提出
紙台紙

入力確認画面１確認１ 質問１～質問８の確認画面です。

来年の収入
「☑今年と同じ」に
必ずチェックをいれてください。

おねがい君

内容を確認して、修正がある場合は、

をクリックして修正してください。

最終確認後、【次へすすむ】をクリックして
ください。

きっちり君
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2019年版利用詳細マニュアル

生命保険控除

一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険の
控除がある方は、こちらで入力してください。
※会社の団体保険（給与天引分）に加入されている方は、
表示されています。

質問９ この質問は、はじめにの問（４）ではいと答えた方が表示されます。

きっちり君

①「変更あり」をクリックする。

追加する控除証明書がある
場合は、【保険料を追加】
をクリックしてください。
ただし、上限が超えたら
案内がでます。

下記のいずれかを選択してください。
一般の生命保険
介護医療保険
個人年金保険

保険料控除証明書を見ながら入力してください。

保険会社名を選択してください。
選択肢になければ、下段に入力をしてください。

保険等の種類を選択してください。
選択肢になければ、下段に入力をしてください。

保険期間又は年金支払期間を入力してくだ
さい。

最後に控除証明書を
アップロードした後
紙台紙Aで添付して原本を提出してください。

② 【保険料追加】をクリックする。

最初は、あなたのお名前／本人と表示され
ていますので、違う場合は、変更してくだ
さい。

新・旧区分を選択してください。

本年中に支払う保険料の申告予定額を
入力してください。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

入

力

し

た

ら
【
保

存

し

て

次

へ
】
を

押

さ

な

い

と

保

存

さ

れ

ま

せ

ん
。

追加する保険料がない方は。
【保存して次へ】をクリッ
クしてください。

情報削除ボタン
削除したいときはここをクリック！

オープンボタン
情報を表示するときはここをクリック！

【クローズボタン】
情報を非表示にするボタンです。
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地震保険の控除がある方は、
こちらで入力してください。

地震保険控除質問1０ この質問は、はじめにの問（４）ではいと答えた方が表示されます。

きっちり君

保険料控除証明書を見ながら入力してください。

保険会社名を選択してください。
選択肢になければ、下段に入力を
してください。

1枚の控除証明書で
地震保険と旧長期が記載さ
れている場合は、
どちらか一つの金額しか申
告できません。

おねがい君

②【保険料追加】をクリックする。

①「変更あり」をクリックする。

情報削除ボタン
削除したいときはここをクリック！

オープンボタン
情報を表示するときはここをクリック！

【クローズボタン】
情報を非表示にするボタンです。

入
力
し
た
ら
【
保
存
し
て
次
へ
】
を
押
さ
な
い
と
保
存
さ
れ
ま
せ
ん
。

最初は、あなたのお名前／本人と
表示されていますので、違う場合
は、変更してください。

本年中に支払う保険料の
申告予定額
を入力してください。

追加する控除証明書がある
場合は、【保険料を追加】
をクリックしてください。
ただし、上限が超えたら
案内がでます。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

追加する保険料がない方は。
【保存して次へ】をクリック
してください。

最後に控除証明書を
アップロードした後
紙台紙Aで添付して原本を提出し
てください。
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小規模企業共済等の掛金がある方は、
こちらで入力してください。

国民年金保険料等、給与天引き以外で
払った社会保険料がある方は、
こちらで入力してください。

質問11 この質問は、はじめにの問（５）ではいと答えた方が表示されます。

きっちり君

下記のいずれかを選択してください。
国民年金/国民年金基金/国民健康保険/介護/後期高齢者
/農業者年金/任意継続保険/その他保険

保険料支払先名を入力してください。

本年中に支払った保険料の金額を入力
してください。

社会保険料控除

質問12 この質問は、はじめにの問（５）ではいと答えた方が表示されます。

きっちり君

証明書を見ながら入力してください。
下記のご加入の項目に、証明書に記載されている
金額を入力してください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
企業型年金加入者掛金
個人型年金加入者掛金
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金

各項目で、複数枚証明書がある場合は、項目
ごとの合計金額を入力ください。

小規模企業共済等

※会社から給与天引きされている
社会保険料等は、対象になりません。

※国民年金/国民年金基金/介護保
険の保険料は

控除証明書
【原本】
の提出が必要です。

② 【保険料追加】をクリックする。

①「変更あり」をクリックする。

入

力

し

た

ら

【

保

存

し

て

次

へ

】

を

押

さ

な

い

と

保

存

さ

れ

ま

せ

ん

。

証明書を見ながら入力してください。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

追加する保険料がない方は。
【保存して次へ】をクリックし
てください。

追加する控除証明書がある
場合は、【保険料を追加】
をクリックしてください。

最初は、あなたのお名前／本人と表示
されていますので、違う場合は、変更
してください。

①「変更あり」をクリックする。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

最後に控除証明書を
アップロードした後
紙台紙Aで添付して原本を提出してくだ
さい。
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「借り換え」を行った場合

『住宅借入金等特別控除申告書』
の備考欄に計算式を記入
し計算後の年末残高を
入力してください。

質問1３ この質問は、はじめにの問（６）ではいと答えた方が表示されます。住宅ローン控除

住宅借入金特別控除申告書をお持ちの方は入力してください。
きっちり君

住宅ローンを追加 をクリックしてください。

・控除額の特例
・特定取得
「控除証明書」で確認をお願いします。
分からない方は、選択方法のボタンを
クリックして記載箇所を確認して下さい。

□ 新築又は購入に該当 か
□ 増改築等に該当
を選んでチェックをお願いします。

「控除証明書」で確認をお願いします。
わからない方は、
虫眼鏡ボタンをクリックして、
記載箇所を確認の上、
（イ）（ロ）（ハ）～（ト）
までの項目を記載して下さい。

連帯債務者がいる場合
あなたの負担する割合をご入力下さい。
不明な場合は、住宅購入時の確定申告用紙
等でご確認下さい。

増改築等に該当される方はチェックボックスにチェッ
クを入れた上で上記を参考に、項目を入力してくださ
い。

「年末残高証明書」で
内訳の確認をお願いします。

□住宅のみ
□土地等のみ
□住宅及び土地等

の上記いずれかを選択して下さい。

※ただし、年末残高証明書でご確認できない場合は、
証明書発行の金融機関へご確認をお願いします。

※住宅と土地の残高証明書が別にある方
□住宅のみ
□土地のみ
の各々にチェックを入れた上で、残高を
個別に入れて下さい。

おねがい君

おねがい君
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「住宅借入金等特別控除申告書」「年末残高証明書」（原本）を添付して、
台紙Bで提出して下さい。
≪借り換えがある場合≫
借り換え前のローン残高がわかる書類（写）を添付して、
台紙Bで提出して下さい。

こちらに表示された内容を確認してください。
「控除申告書」には、
署名・捺印・住所・備考欄記載を必ず
お願い致します。

質問1３ この質問は、はじめにの問（６）ではいと答えた方が表示されます。住宅ローン控除

おねがい君

入力確認画面２確認２ 質問９～質問１３の確認画面です。

【保存して次へ】をクリックすると、
次の質問にいきます。
※このボタンを押さないと保存されません。

「控除申告書」で確認をお願いします。
わからない方は、虫眼鏡ボタンをクリックして、
記載箇所を確認の上、（11）と（14）を入力して下さい。

写し提出
紙台紙

内容を確認して、修正がある場合は、

をクリックして修正してください。

最終確認後、【次へすすむ】をクリックして
ください。

きっちり君
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Last 必要書類のアップロード

きっちり君

提出ページを下にスクロールして内容確認をしてください。
最後に[書類を提出する]をクリックしてください。

[+]をタップして画像をアップロード。
[画像数を増やす]でアップロードする画像数を増
やすことができます。

入力した内容を申告用紙形式で確認できます。
間違いがないか必ず確認してください。

提出先へコメントを入力することができます。

最後に[書類を提出する]をクリックしてください。
※書類を提出したら、修正できませんのでしっかり
ご確認よろしくお願い致します。
※提出後、パスワードは変更致します。

マイナンバーに関する注意点を確認し
[了承しました]にチェックを入れてください。

今年死亡の配偶者・
扶養親族がいる方は、
必ず
対象者の氏名・死亡日をご記入
ください。

紙台紙はA・Bの2種類あります。
会社のノーツでダウンロードできますので、
必ずダウンロードしてご使用ください。
紙台紙A…
「保険料控除証明書」関係「平成31年・令和元年分源泉徴収票」
「障害者手帳等（写） 」「各種専門学校学生証（写）」
紙台紙B…
「令和元年分 住宅借入金等特別控除申告書」 「年末残高証明書」

今年死亡の配偶者・扶養親族がおられる方

おねがい君

おねがい君

添付しなければいけない
画像が添付されていなけ
れば、右図のような画面
がでてきますので、必ず
添付してください。

添付後、必ず
紙台紙A
紙台紙Bに貼付
してご提出く
ださい。

おねがい君
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