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・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は発行者にあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での

契約です。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊

子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動お

よびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メデ

ィアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当フ

ァイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や

組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を

請求する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除

することができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害

が生じても、乙は一切の責任を問われません。 
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自己紹介 

６月から初心者ながらインターネットビジネスの勉強を 

始めた evening です♪ 

ネットビジネスを始めて１ヵ月、７月には 

アドセンスで 14999円を稼ぎ出しました！ 

得意分野はアクセスアップ・集客と、メルマガです。 

「２カ月・３ヵ月なんて待っていられない。 

今すぐ成果体験をしたい！」 

「メルマガを始めたいけど、どうやって始めるの？！」 

「ブログやメルマガの記事をバリバリ書きたい！」 

「無料レポートってなんですか？」 

そんなあなたに、やる気を引き出すアドバイスが 

できます！ 

詳しいプロフィールはコチラです。 

↓↓↓ 

http://evening001.seesaa.net/article/405827539.html 

 

 

http://evening001.seesaa.net/article/405827539.html
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【職業】 

介護老人保健施設の看護師 

副業として ECC ジュニア BS 森町教室の 

教室運営者兼講師をしています。 

人間が大好きで、何かを人に教えたり、一緒に考えて 

できるようになることが好きです。 

【発行メルマガ】 

やる気アドバイザーevening の「果報は寝て待て！」 

【登録・解除 URL】 

http://mail.os7.biz/pub/member_adddel/74YJ 

 

facebookではお友達を募集しています。 

https://www.facebook.com/care.evening 

お気軽に友達リクエストお願いします。 

 

※この無料レポートをダウンロードされた方は 

私のメルマガ やる気アドバイザーevening の「果報は寝て待て！」 

に代理登録されます。あらかじめご了承下さい。 

 

 

http://mail.os7.biz/pub/member_adddel/74YJ
https://www.facebook.com/care.evening
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はじめに 

個人事業主にとって、この時期の確定申告は大変です。 

決済書の作成など、準備も勿論大変です。 

さらに、申告会場で行なう手続きも含めると相当な時間が

かかってしまうのも事実です。 

ですから「わからない」「めんどくさい」と思われている 

方も多いと思います。 

また、今までサラリーマンをしていた人は 

初めて確定申告を経験する方も居るでしょう。 

そんな時にとても便利なのが「e-tax」です。 

このレポートでは、e-taxによる確定申告の方法と 

そのメリットについてお伝えしたいと思います。 

あなたのお役に立てたら幸いです。 

 

evening拝 
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第１章 e-taxとは 

e-taxとは国税庁が開発・運営しているシステムです。 

これを活用して所得税の確定申告や納税などができます。 

「税務署や確定申告会場へ足を運ばなくても 

確定申告を行えるようにすること」 

を目的として、2004年に誕生しました。 

e-taxを利用すれば、自宅のパソコンから確定申告を 

行なうことができるので、大変便利です。 

下記 URLは国税庁の e-taxのページです。 

http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

詳しく説明されており、マニュアルもありますが 

膨大な量なので、私のレポートでポイントを抑えてから 

取り組むと、手順よく進めることができます。 

 

 

 

 

 

http://www.e-tax.nta.go.jp/
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第２章 e-taxを利用する為に必要なモノ 

①パソコンとソフトウェア 

パソコン環境は以下の通りです。 

☆ Windowsの場合 

【OS】 

windows Vista 

Windows 7 

Windows 8.1 

【ブラウザ】 

InternetExplorer 8.0 

 InternetExplorer 9.0 

 InternetExplorer 10.0 

 InternetExplorer 11.0 

※Windows 8.1 及び IE11 をご利用の場合はスタート画面か

らではなく、デスクトップから起動してください。 

また、IEを「管理者として実行」していない場合、 

e-Tax送信時にエラーになることがあります。 
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☆ Macの場合 

【OS】 

 Mac OS 10.7 

 Mac OS 10.8 

 Mac OS 10.9 

【ブラウザ】 

 Safari 6.1 

 Safari 7.0 

【PDF閲覧ソフト】（windows Mac) 

 Adobe Reader X 

 Adobe Reader XI 

※Windows 8.1のリーダーと MacOSのプレビューは推奨環境

外です。 
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②カードリーダーライタと電子証明書 

【住基カード】 

電子証明書を取得するには住民基本台帳カード、 

通称「住基カード」が必要です。 

住基カードは、市町村役場に行くと申請できます。 

※申請に必要なモノ 

・写真 4.5ｘ3.5ｃｍ 

ただし市町村によりサイズが異なる場合があります。 

撮影前に市町村役場に問い合わせをしてください。 

・運転免許証またはパシポートなどの証明書等 

１つあれば本人証明となるもの 

運転免許証 パスポート 身体障害者手帳 療育手帳 精

神障害者保健福祉手帳 運転経歴証明書及び在留カード 

特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可書並びに

在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人

登録証明書 

上記証明書が無い場合は郵便による本人照会があります。 

郵送された照会書と下記の証明書のうち複数を持参して 
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市町村窓口に取りに行きます。 

複数必要な証明書 

海技免状 電気工事士免状 無線従事者免許証 動力車操

縦者運転免許証 運航管理者技能検定合格証明書 猟銃・

空気銃所持許可証 特殊電気工事資格者認定証 認定電気

工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明

書 宅地建物取引主任者証 船員手帳 戦傷病者手帳 教

習資格認定証 検定合格証 官公署（独立行政法人及び特

殊法人を含む。）がその職員に対して発行した身分証明書 

地方公共団体が交付する敬老手帳 生活保護受給者証 健

康保険の被保険者証及び各種年金証書 その他 

・市町村が条例で定める手数料 

一般的には５００円前後ですが、市町村によっては無料の

所もあります。 

詳しくは、あなたの住む市町村役場にお問い合わせの上、

ご確認下さい。 
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※注意点 

・交付の際に４桁の暗証番号を設定します。 

 生年月日や電話番号など、他人に分かりやすい番号は避

けましょう。 

住基カードを利用して、市町村役場で本人確認をします。

その際、暗証番号照会を行なうことにより、他人へのなり

すまし等を防ぎます。 

・引越しするときや、結婚などによる姓の変更など 

券面記載事項の変更の際には、変更後の情報を裏書きしま

す。必ず市町村役場の窓口に届出をしましょう。 

・住基カードはとても大切な個人情報が含まれて居ます。 

万が一なくしてしまったときは、なるべく早く市町村に届

出しましょう。 

【ICカードリーダライタ】 

住基カード内に記録されている、あなたの個人情報を 

パソコンに取り込むために使います。 

家電ショップなどで購入でき、値段は 1000円程度です。 

住基カードと ICカードリーダライタが入手できたら、 
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e-taxのページから、電子証明書が取得できます。 

③公的個人認証クライアントソフトとルート証明書 

e-taxの HPから取得・確認が出来ます。 

住基カードの発行は即日では不可能です。 

１週間程度、それ以上かかる場合もあります。 

住基カードの申請をしてから、受け取りまでに決済書を 

作成しておきましょう。 

決済書の作成に必要な知識は私の前作のレポート 

『新規個人事業主さん向け知って得する！【確定申告の話】

を、個人事業主歴５年の eveningがコッソリ教えます。』 

http://mailzou.com/get.php?R=82469&M=32140 

こちらもご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

http://mailzou.com/get.php?R=82469&M=32140
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第３章 e-taxのメリット 

①自宅のパソコンから確定申告を行うことができる！ 

e-Taxを利用すると、確定申告を自宅のパソコンから 

カンタンにできるようになります。 

従来の方法では、確定申告期間に税務署や確定申告会場に

行き、混雑する中で長い行列に並ぶ必要がありました。

e-Taxを利用すれば待ち時間はありません。 

自分の都合のよい時に自分のペースで確定申告を 

行うことができます。 

忙しい現代人には時間短縮はとても大切なことです。 

②確定申告書の作成が簡単 

e-Taxを用いることで、確定申告書などを簡単に 

作成できます。 

確定申告書などを作成するために必要となる決算書や 

収支内訳書のような書類を用意し、必要項目を手順どおり

に埋めていくだけです。 
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③添付書類を省略出来る 

e-Taxを利用すると第三者作成書類の一部について、 

記載内容を入力・送信すれば、書類を税務署に 

提出しなくても大丈夫です。 

第三者作成書類とは、 

給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 

給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 

医療費控除を受けるために必要な医療費の領収書等です。 

④還付金受け取りまでの期間が短い 

e-Taxを利用して、還付申告をすると還付申告を行ってから

実際に還付金を受け取るまでの期間が短くなります。 

通常の方法で還付申告をした場合には、振込までに 

1ヶ月〜1ヶ月半程度待つ必要がありますが 

e-Taxにより還付申告を行った場合には、概ね３週間程度で

還付を受けることができます。 

申請してから、素早く還付金を受け取る為にも 

e-taxは利用価値があるといえます。 
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⑤受付は２４時間 

税務署の開庁時間は平日の 8：00〜17：00です。 

専業の個人事業主であれば、時間の融通は利きやすいと 

思いますが、サラリーマンの場合は平日に会場へ行く為に 

休みを取るのが難しい場合もあります。 

e-taxを利用すれば、自宅で夜間や土日でも確定申告を 

することができます。 

確定申告を自分のタイミングで、カンタンに、 

そして、誰かに会う事もなくできるのが 

e-taxのメリットです。 

また、還付金をすぐに受け取る為にも大変有用です。 
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第３章 e-taxのデメリット 

前章で述べた通り、e-taxのメリットは数え切れないほど 

沢山あります。 

デメリットも探してみたのですが、デメリットは 

あまりありません。 

住民基本台帳カード(ICカード)や電子証明書の取得、 

事前に電子申告・納税等開始届出書の提出が必要です。 

最初は手続きが面倒だと感じるかもしれません。 

また、従来の方法であれ、e-taxを利用する方法であれ 

個人事業主登録は事前にすませておく必要があります。 

① PC操作に慣れていないと、入力に手間取ってしまう。 

② 住基カードの取得費用や ICカードリーダライタの 

購入費用が別途かかります。 

これは経費にできます。 

経費として来年申告しましょう。 
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おわりに 

最後まで、私のレポートをご覧頂きありがとうございます。 

e-taxでの確定申告は、始めるまでは「面倒くさい」 

「難しい」というイメージがあると思います。 

ですが、それを乗り越えるだけのメリットが沢山あります。 

是非、このレポートを参考にあなたも今年は e-taxでの 

確定申告に挑戦してみてください。 

そして、払いすぎてしまった税金を取り戻しましょう。 

 

evening 拝 
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【無料レポートバックナンバー】 

 

『ご存知ですか？？あなたが月５万の報酬成果を 

ネットビジネスで出せないシンプルな３つの理由！！』 

http://mailzou.com/get.php?R=78081&M=32140 

 

『正しい方法を実践していたとしてもこれを読まない限 

り・・成果が出るのが 1 ヵ月遅くなる？！ 

ネットビジネスで必ず成功したい人が覚えて欲しい！！ 

たった ２つのポイント！』 

http://mailzou.com/get.php?R=78786&M=32140 

 

『面白いほどメルマガ・ブログの記事がドンドン 

書ける！ ネタ探しのための １０個のアイデア』 

http://mailzou.com/get.php?R=79335&M=32140 

 

『メルマガアフィリエイトの障害となる 

「３つの not」を攻略する evening 的考察』 

http://mailzou.com/get.php?R=79643&M=32140 

 

『あなたのメルマガ読者がドンドン増える！  

無料レポートメルぞう審査合格への１０のポイント！！』 

http://mailzou.com/get.php?R=79828&M=32140 

 

『「特定電子メール法」をご存知ですか？  

コレを知らないと、処罰・逮捕される可能性もあります。メルマガを初

めて発行しようとしているアナタに 

知って頂きたい「特定電子メール法」について 

evening が超シンプルに教えます！』 

http://mailzou.com/get.php?R=80853&M=32140 

 

『メルマガ発行開始からたった 41 日で読者５１３人を 

達成した evening がコッソリ教える 

無料レポートを作る時に必要なモノ』 

http://mailzou.com/get.php?R=80988&M=32140 

http://mailzou.com/get.php?R=78081&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=78786&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=79335&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=79643&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=79828&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=80853&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=80988&M=32140
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『プログラマーの友人に LINEチャットたった３行で教わった「無料レポ

ートの表紙画像の作り方」を過保護なまでに evening が『図解付』で説

明します。』 

http://mailzou.com/get.php?R=81147&M=32140 

 

『良いことしかない！お母さんに教わった 【金の値打ちの生活を手に入

れる！】  早寝早起き習慣のメリットを eveningがコッソリ教えます。』 

http://mailzou.com/get.php?R=81438&M=32140 

 

『あなたの夢を叶える為の「SMART]な目標設定の為の 

5つのポイントを eveningがコッソリ教えます。』 

http://mailzou.com/get.php?R=81549&M=32140 

 

良いことしかない！お母さんに教わった【金の値打ち以上の生活を手に

入れる】フルーツモーニング習慣の始め方を evening がコッソリ教えま

す。 

http://mailzou.com/get.php?R=81693&M=32140 

 

【インフルエンザを予防してこの季節を乗り切ろう】インフルエンザの

予防・そして発病したとしても 3 倍の速さで社会復帰できる回復方法を

看護師の evening がコッソリ教えます。 

http://mailzou.com/get.php?R=81858&M=32140 

 

中学生でもわかる！ 

メルマガアフィリエイト最初の一歩！！ 

http://mailzou.com/get.php?R=81984&M=32140 

 

『プログラマーの友人に LINE チャット３行で教わったペイントで画像

にモザイクをかける方法を、図解付で eveningがコッソリ教えます。』 

http://mailzou.com/get.php?R=82196&M=32140 

 

『新規個人事業主さん向け知って得する！【確定申告の話】を、個人事

業主歴５年の eveningがコッソリ教えます。』 

http://mailzou.com/get.php?R=82469&M=32140 

 

http://mailzou.com/get.php?R=81147&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=81438&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=81549&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=81693&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=81858&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=81984&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=82196&M=32140
http://mailzou.com/get.php?R=82469&M=32140


【確定申告】を自宅でスマートに済ませよう！ 

【e-tax のメリット】を個人事業主歴５年の 

evening がコッソリ教えます。 

-  – 

Copyright (C) 2015 evening  All Rights Reserved.  

20 

【発行者情報】 

著者 ： evening (野田 長世) 

メールアドレス ：kirara.kirakira1009@gmail.com 
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