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付録 1 機能一覧 

メニューバーには、e-Tax ソフトのすべての機能が用意されています。 
 
ファイル  

利用者ファイルの新規作成 利用者ファイルを新規に作成します。 

作成済みファイルを選択 既に作成してある利用者ファイルを開きます。 

閉じる 現在開いている利用者ファイルを閉じます。 

印刷 現在画面に表示されているメッセージを印刷します。 

「メッセージ詳細」画面が表示されている場合に選択できます。 

ログアウト 受付システムとの接続を切断します。 

受付システムに接続されている場合に選択できます。 

終了 e-Tax ソフトを終了します。 

  

編集  

切り取り 選択した文字列を切り取ります。 

切り取りは、入力領域内でしか行えません。 

コピー 選択した文字列をコピーします。 

貼り付け ［コピー］や［切り取り］によって記憶しておいた文字列を、任意の場所

に貼り付けます。 

貼り付けは、入力領域内でしか行えません。 

  

表示  

申告・申請等一覧 「申告･申請等一覧」画面を表示します。 

帳票一覧 「帳票一覧」画面を表示します。 

添付書類一覧 「添付書類一覧」画面を表示します。 

ごみ箱 「ごみ箱」画面を表示します。 

納付情報登録依頼可能申

告・申請等一覧 

「納付情報登録依頼可能申告・申請等一覧」画面を表示します。 

予納ダイレクトの利用案内 予納ダイレクトの利用案内を表示します。 

納付情報の一括登録・照

会・納付案内 

納付情報の一括登録・照会・納付案内を表示します。 

ダイレクト納付・振替納税

の申込み案内 

ダイレクト納付・振替納税の申込み案内を表示します。 

ダイレクト分割納付の利用

案内 

ダイレクト分割納付の利用案内を表示します。 

署名可能一覧 「署名可能一覧」画面を表示します。 

送信可能一覧 「送信可能一覧」画面を表示します。 

メッセージボックス 「メッセージボックス」画面を表示します。 

フォルダ作成・変更 「メッセージボックスのフォルダ作成・変更」画面を表示します。 
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通知書等一覧 「通知書等一覧」画面を表示します。 

メニューボタン 「メイン」画面の左側に表示されるメニューボタンの表示／非表示を切り

替えます。 

ステータスバー 「メイン」画面の下に表示されるステータスバーの表示／非表示を切り替

えます。 

起動時に利用者ファイル選

択画面を表示 

e-Tax ソフトの起動時に、「利用者ファイルの選択」画面を表示するか／

表示しないかを設定します。 

 

インターネット接続確認画

面を表示 

インターネットに接続する必要がある場合に、「インターネット接続確

認」画面を表示するか／表示しないかを設定します。 

ご利用の環境が常時接続であるなど、「インターネット接続確認」画面を

表示する必要がない場合は、チェックを外すことをお勧めします。 

申告・申請等の送信時にフ

ォルダ選択画面を表示 

申告・申請等の送信時にフォルダ選択画面を表示します。 

  

作成  

申告・申請等 新規作成 申告・申請等を新規に作成します。 

 削除 申告・申請等を削除します。 

 組み込み 申告・申請等を組み込みます。 

 切り出し 申告・申請等を切り出します。 

 一括印刷 申告・申請等の帳票を一括して印刷します。 

 署名削除 申告・申請等に付与した電子署名を削除します。 

 相続税申告書の参照作成 相続税申告書を参照作成します。 

 名前の変更 申告・申請等の名前を変更します。 

帳票一覧 帳票追加 帳票を追加します。 

 帳票削除 帳票を削除します。 

 添付書類追加 添付書類を追加します。 

 財務諸表等の組み込み 財務諸表等を組み込みます。 

 帳票編集 帳票を編集します。 

 基本情報変更 基本情報を変更します。 

 地方税申告共通項目エク

スポート 

地方税申告共通項目ファイルをエクスポートします。 

添付書類 新規作成 添付書類を新規に作成します。 

 削除 添付書類を削除します。 

 組み込み 添付書類を組み込みます。 

 切り出し 添付書類を切り出します。 

 帳票表示 添付書類を表示します。 

 帳票編集 添付書類を編集します。 

 署名 添付書類に電子署名を付与します。 

 署名削除 添付書類に付与した電子署名を削除します。 

ごみ箱 削除 ごみ箱のデータを削除します。 



付録 1 機能一覧 

551 

 元に戻す ごみ箱のデータを復元します。 

 ごみ箱を空にする ごみ箱のデータを完全に削除します。 

  

納付情報登録依頼  

新規作成 納付情報を新規に作成します。 

参照作成 作成した申告・申請等を参照し、納付情報を作成します。 

  

納付計画等・一括納付  

予納ダイレクトの利用案内 予納ダイレクトを利用に関する案内を確認し、e-Tax ソフト（WEB 版）

より予納ダイレクトを利用します。 

納付情報の一括登録・照

会・納付案内 

納付情報の一括登録・照会・納付に関する案内を確認し、受付システム

より納付情報の一括登録・照会・納付を行います。 

ダイレクト納付・振替納税

の申込み案内 

ダイレクト納付、振替納税の申込みに関する案内を確認し、受付システ

ムよりダイレクト納付、振替納税の申込みを行います。 

ダイレクト分割納付の利用

案内 

ダイレクト分割納付の利用に関する案内を確認し、e-Tax（WEB 版）よ

りダイレクト分割納付を利用します。 

  

電子署名  

署名 申告・申請等に電子署名を付与します。 

署名内容表示 申告・申請等に付与された電子署名の内容を表示します。 

署名削除 申告・申請等に付与した電子署名を削除します。 

  

送信  

送信 申告・申請等を受付システムに送信します。 

紐付け 申告・申請等と添付書類のイメージデータを紐付けます。 

紐付け解除 紐付けた申告・申請等と添付書類のイメージデータを解除します。 

  

メッセージボックス  

メッセージボッ

クス 

詳細表示 メッセージボックスに格納されたメッセージの詳細を

表示します。 

 元に戻す メッセージボックス（ゴミ箱）から選択したメッセー

ジをメッセージボックス又はメッセージボックス（過

去分）に移します。 

 削除 メッセージボックス及びメッセージボックス（過去分）

の場合、選択したメッセージをメッセージボックス（ゴ

ミ箱）に移します。メッセージボックス（ゴミ箱）の

場合、選択したメッセージを完全に削除します。 

 メッセージ移動 選択したメッセージを別フォルダへ移動する。 

 先頭へ 各メッセージボックスの先頭ページに移動する。 

 前へ 各メッセージボックスの前ページに移動する。 

 次へ 各メッセージボックスの次ページに移動する。 



付録 1 機能一覧 

552 

 最後へ 各メッセージボックスの最後のページに移動する。 

 過去分表示 メッセージボックス（過去分）を表示します。 

 直近分表示 メッセージボックスを表示します。 

 ゴミ箱表示 メッセージボックス（ゴミ箱）を表示します。 

 電子証明書を読み込む 電子証明書による認証を行います。 

 フォルダ切り替え メッセージボックスに表示するフォルダを切り替えま

す。 

 

フォルダ作成・変更  

フォルダ作成・

変更 

フォルダの新規作成 フォルダを新規作成します。 

 フォルダ名変更 フォルダ名を変更します。 

 パスワード登録・変更 フォルダ用パスワードを登録・変更します。 

 メールアドレス変更 フォルダ用パスワードの再設定用メールアドレスを変

更します。 

 フォルダ削除 フォルダを削除します。 

 パスワード再設定 フォルダ用パスワードを再設定します。 

  

通知書等一覧  

通知書等一覧 詳細表示 選択された証明書の詳細を表示します。 

 電子証明書を読み込む 電子証明書による認証を行います。 

  

利用者情報登録  

暗証番号変更 受付システムの暗証番号を変更します。 

納税用確認番号変更 納税用確認番号を変更します。 

電子証明書登録・更新 電子証明書を受付システムに登録又は更新します。 

メールアドレス等登録・変更 メールアドレス等を受付システムに登録又は変更します。 

秘密の質問と答え登録・変更 秘密の質問と答えを受付システムに登録又は変更します。 

  

オプション  

署名検証 ダウンロードした納税証明書データの電子署名を検証します。 

署名検証（外部接続） ダウンロードした納税証明書データの電子署名を検証します。 

トラストアンカー設定 利用者の信頼の基点であるトラストアンカー（初期信頼点）を設定しま

す。 

  

印刷設定  

個人番号印刷設

定 

「個人番号」を印刷しない 個人番号印刷設定の初期選択値を 「個人番号」を印

刷しない にします。 

 「個人番号」を印刷する 個人番号印刷設定の初期選択値を 「個人番号」を印

刷する にします。 
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ヘルプ  

ヘルプ e-Tax ソフトの操作ヘルプを表示します。 

e-Tax ホームページの表示 e-Tax ホームページを表示します。 

e-Tax ソフト操作マニュア

ルの表示 

e-Tax ソフト操作マニュアルを表示します。 

バージョン情報 e-Tax ソフトのバージョン情報を表示します。 




