
削除対象ファイル一覧

1 e-Taxソフト（PC版） クライアントソフト_ＰＣ版インストーラ（ＤＬサイト用） web_ntasetup.exe
2 eTaxソフト(Web版) eTax(Web) 事前準備セットアップインストーラ InternetExplorer版 eTaxWEB_IEsetup.exe
3 NISAコーナー NISA事前準備セットアップインストーラ InternetExplorer版 eTaxNISA_IEsetup.exe
4 FATCAコーナー FATCA事前準備セットアップインストーラ InternetExplorer版 eTaxFATCA_IEsetup.exe
5 CbCコーナー CbC事前準備セットアップインストーラ InternetExplorer版 eTaxCbC_IEsetup.exe
6 口座振替ソフト 口座振替ソフトインストーラ eTaxFurikae_setup.exe
7 源泉徴収票等作成ソフト 源泉徴収票等作成ソフト_インストーラ Gensen_setup.exe
8 確定申告書等作成コーナー 確定申告書作成コーナー事前準備セットアップインストーラ jizen_setup.exe
9 信頼済みサイト登録ツール 信頼済みサイト登録ツール TrustedSiteSetup.exe
10 電子証明書登録インストーラ 電子証明書登録インストーラ（Windows版） cersetup.exe
11 e-Taxソフト（PC版） クライアントソフト_ＰＣ版インストーラ（政府共通NW用） web_ntasetupk.exe
12 e-Taxソフト（PC版） バージョンアップ用インストーラ（共通帳票） h16Scommon_170_001.exe
13 e-Taxソフト（PC版） バージョンアップ用インストーラ（共通プログラム） h16prg002_007_004.exe

デジタル署名のタイムスタンプが2017年11月28日以前の場合、削除が必要となります。
また、バージョンアップ用インストーラについては、表に記載しているインストーラ以前のバージョンも削除対象となります。

№ 分類 インストール用ファイル ファイル名称
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14 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H15)） h16S001020_01_04.exe
15 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H16)） h16S001020_02_01.exe
16 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H17)） h16S001020_050_001.exe
17 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H18)） h16S001020_060_001.exe
18 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H19)） h16S001020_070_001.exe
19 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H20)） h16S001020_080_002.exe
20 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H21)） h16S001020_090_001.exe
21 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H22)） h16S001020_100_001.exe
22 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H23)） h16S001020_110_004.exe
23 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H24)） h16S001020_120_000.exe
24 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H25)） h16S001020_130_000.exe
25 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H26)） h16S001020_140_001.exe
26 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H27)） h16S001020_150_002.exe
27 バージョンアップ用インストーラ（申告・所得税(H28)） h16S001020_160_000.exe
28 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H15)） h16S001030_01_03.exe
29 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H16)） h16S001030_02_02.exe
30 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H17)） h16S001030_050_002.exe
31 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H18)） h16S001030_060_003.exe
32 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H19)） h16S001030_071_004.exe
33 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H20)） h16S001030_080_005.exe
34 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H21)） h16S001030_091_001.exe
35 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H22)） h16S001030_100_006.exe
36 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H23)） h16S001030_111_004.exe
37 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H24)） h16S001030_120_003.exe
38 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H25)） h16S001030_130_002.exe
39 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H26)） h16S001030_140_003.exe
40 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H27)） h16S001030_150_004.exe
41 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H27)） h16S001030_151_001.exe
42 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H28)） h16S001030_160_005.exe
43 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H28)） h16S001030_161_004.exe
44 バージョンアップ用インストーラ（申告・法人税(H29)） h16S001030_170_001.exe
45 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H17)） h16S001032_050_002.exe
46 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H18)） h16S001032_060_003.exe
47 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H19)） h16S001032_070_004.exe
48 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H20)） h16S001032_080_004.exe
49 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H21)） h16S001032_091_001.exe
50 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H22)） h16S001032_100_005.exe
51 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H23)） h16S001032_111_004.exe
52 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H24)） h16S001032_120_002.exe

№ 分類 インストール用ファイル ファイル名称

以下のバージョンアップ用インストーラについては、e-Taxソフト（PC版）からバージョンアップまたは追加インストールを行った場合は保存されておりません。
http://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htmに掲載しているダウンロード一覧(PDF形式)のリンク先からファイルをダウンロードした方のみが対象となります。

e-Taxソフト（PC版）
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53 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H25)） h16S001032_132_000.exe
54 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H26)） h16S001032_140_002.exe
55 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H27)） h16S001032_150_002.exe
56 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H27)） h16S001032_151_001.exe
57 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H28)） h16S001032_160_004.exe
58 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H28)） h16S001032_161_003.exe
59 バージョンアップ用インストーラ（申告・連結法人税(H29)） h16S001032_170_000.exe
60 バージョンアップ用インストーラ（申告・酒税） h16S001060_140_001.exe
61 バージョンアップ用インストーラ（申告・酒税） h16S001060_170_000.exe
62 バージョンアップ用インストーラ（申告・印紙税） h16S001220_140_001.exe
63 バージョンアップ用インストーラ（申告・印紙税） h16S001220_150_000.exe
64 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H15)） h16S001240_01_03.exe
65 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H16)） h16S001240_02_02.exe
66 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H17)） h16S001240_050_005.exe
67 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H22)） h16S001240_100_002.exe
68 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H23)） h16S001240_110_002.exe
69 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H24)） h16S001240_120_000.exe
70 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H25)） h16S001240_131_002.exe
71 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H26)） h16S001240_141_000.exe
72 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H27)） h16S001240_150_002.exe
73 バージョンアップ用インストーラ（申告・消費税(H28)） h16S001240_160_000.exe
74 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（単体申告法人用）(H24)） h16S001330_120_001.exe
75 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（単体申告法人用）(H25)） h16S001330_130_002.exe
76 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（単体申告法人用）(H26)） h16S001330_140_000.exe
77 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（単体申告法人用）(H27)） h16S001330_150_000.exe
78 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（連結申告法人用）(H24)） h16S001332_120_001.exe
79 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（連結申告法人用）(H25)） h16S001332_130_000.exe
80 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（連結申告法人用）(H26)） h16S001332_140_000.exe
81 バージョンアップ用インストーラ（申告・復興特別法人税（連結申告法人用）(H27)） h16S001332_150_000.exe
82 バージョンアップ用インストーラ（申請・源泉所得税） h16S002010_170_000.exe
83 バージョンアップ用インストーラ（申請・所得税） h16S002020_170_002.exe
84 バージョンアップ用インストーラ（申請・法人税） h16S002030_170_000.exe
85 バージョンアップ用インストーラ（申請・相続税・贈与税） h16S002050_170_000.exe
86 バージョンアップ用インストーラ（申請・酒税） h16S002060_170_001.exe
87 バージョンアップ用インストーラ（申請・石油石炭税） h16S002080_160_000.exe
88 バージョンアップ用インストーラ（申請・電源開発促進税） h16S002170_150_001.exe
89 バージョンアップ用インストーラ（申請・揮発油税） h16S002180_160_000.exe
90 バージョンアップ用インストーラ（申請・石油ガス税） h16S002190_160_000.exe
91 バージョンアップ用インストーラ（申請・自動車重量税） h16S002200_150_001.exe
92 バージョンアップ用インストーラ（申請・航空機燃料税） h16S002210_150_001.exe
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e-Taxソフト（PC版）
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93 バージョンアップ用インストーラ（申請・印紙税） h16S002220_150_001.exe
94 バージョンアップ用インストーラ（申請・たばこ税） h16S002230_160_000.exe
95 バージョンアップ用インストーラ（申請・消費税） h16S002240_170_001.exe
96 バージョンアップ用インストーラ（申請・復興特別法人税） h16S002330_150_001.exe
97 バージョンアップ用インストーラ（申請・納税関係） h16S002901_160_000.exe
98 バージョンアップ用インストーラ（申請・納税証明関係） h16S002902_150_000.exe
99 バージョンアップ用インストーラ（申請・納税管理人関係） h16S002903_151_000.exe
100 バージョンアップ用インストーラ（申請・法定調書関係） h16S002904_170_000.exe
101 バージョンアップ用インストーラ（申請・電子帳簿保存法関係） h16S002906_170_000.exe
102 バージョンアップ用インストーラ（申請・再調査の請求関係） h16S002907_160_000.exe
103 バージョンアップ用インストーラ（申請・審査請求関係） h16S002908_160_000.exe
104 バージョンアップ用インストーラ（申請・税理士法関係） h16S002909_150_001.exe
105 バージョンアップ用インストーラ（申請・税理士試験関係） h16S002910_150_000.exe
106 バージョンアップ用インストーラ（申請・災害関係） h16S002912_160_000.exe
107 バージョンアップ用インストーラ（申請・開始届出） h16S002914_150_000.exe

№ 分類 インストール用ファイル ファイル名称
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