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NTTデータの税務申告ソリューション

■申告書作成ソフト

これからのデファクトスタンダード
NTTデータの税務申告ソリューション「達人シリーズ」

法人税の達人

P.6

減価償却の達人

P.6

消費税の達人

P.7

内訳概況書の達人

P.7

株式会社NTTデータでは、長年の税理士向け税務申告ソフトウェアの開発ノウハウを注ぎ込み、時

代のニーズに応えるべく、2001年より税務申告ソフト

所得税の達人

P.8

「達人シリーズ」を販売開始しました。また2006年には、ネットワーク社会の到来と歩調を合わせた

インターネット時代の強力なツールとして、オンライン

年調・法定調書の達人

P.8

税務サービス「達人Cube」のサービスを開始しています。現在では、多くのお客様のご支持をいただ

き、2022年10月時点で、19,000を超える税理士事務所・

相続税の達人

P.9

贈与税の達人

P.9

企業で「達人シリーズ」をご利用いただいています。
マイナンバー制度の導入により、税務システムに求められる要求はますます高度になりますが、クラウ

ドでのマイナンバー収集・保管サービスを低価格でご提

財産評価の達人

P.10

供するなど、NTTデータでは、今後もさまざまな情報基盤や情報システムの開発で培ったノウハウ・知

見をもとに、時代のニーズに応えたサービスを提供する

事業所税の達人

P.10

申請・届出書の達人

P.11

グループ通算の達人

P.12

データ管理の達人

P.13

電子申告の達人

P.14

ことで、税理士事務所・企業を取り巻くさまざまな課題を解決し、力強くサポートします。

「達人シリーズ」でかしこく税務申告を実現するための3つの基本 ステップ

■申告書作成ソフトカスタマイズオプション
一括処理

P.16

かげ地割合計算

P.16

移転価格文書化

P.17

外部連携

P.17

「所得税の達人」カスタマイズオプション

「財産評価の達人」カスタマイズオプション

ステップ

1

連動会計・給与ソフトで
データの入力

2

ステップ

2

「達人シリーズ」で

ステップ
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電子申告

「申請・届出書の達人」カスタマイズオプション

「電子申告の達人」カスタマイズオプション

■達人Cube
アカウント

P.18

クラウドストレ～ジ

P.19

報酬請求

P.19

クラウドデスクトップ

P.20

申告書データを作成

（国税・地方税）

「達人シリーズ」は会計・給与ソフトで作成したデー

利用頻度の高い申告書類はもちろん、幅広い帳票作

「電子申告の達人」を利用して電子申告データの作成

タを取り込み、各種申告書作成および電子申告等に

成をサポート。最新の税制改正や制度改正への対応

から署名・送信までを簡単な操作で行えます。複数

クラウドAP仮想化サーバー

P.22

活用できます。

スピードも業界トップクラスです。

の電子申告データに対してまとめて署名・送信を行え

『顧問先の業種・業態・規模に応じて最適の会計・

入力は帳票イメージを採用。リアルタイムに演算を

る「一括処理機能」を利用することで、税理士の行う

ウイルス対策

P.24

給与ソフトを使用し、事務所内の税務処理は画一化

行い手書き感覚を実現しました。今お使いのパソコ

電子申告がより効率的に行えます。電子申告をはじめ

個人情報ファイル検索

P.24

する。
』という、会計・給与ソフトメーカとNTTデー

ンで会計・給与処理から、申告書作成および電子申

とする税務業界のIT化にいち早く対応してまいります。

AI-OCR

P.25

タが考える先進のコンセプトを活用して、機能的な

告までのすべての処理が可能になり、業務の効率化

もちろん、OCR様式をはじめ官給紙フォームを印刷

仮想化対策

P.26

全く新しい税務会計業務が行えます。

とコスト削減を同時に実現します。

しそのまま提出も可能です。

データ収集・配信

P.27

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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達人シリーズ

優れたコストパフォーマンス

会計・給与ソフトと連動
業界唯一の会計・給与ソフトとのデータ連動スキーム
「達人シリーズ」の大きな特長は、会計・給与ソフトとのデータ連動です。

顧問先が自社にフィットした会計・給与ソフトを導入する流れは、インター

ネットとの連携を高めながら、これからもますます進んでいくことでしょう。
顧問先と税理士事務所が役割分担をする上で必要となる業務データの連動
は、まさに必然的な時代の要請でもあります。
「達人シリーズ」では、いち

早く日本を代表する多くの会計・給与ソフトメーカに「達人連動コンポーネ

ント」
（連動プログラム）を提案しました。現在では28社の会計・給与ソフ

データ連動で電子申告をさらに便利に
データ連動により、会計・給与ソフトのデータを税務申告業務にフル活用

できます。会計ソフトのデータは、法人税、勘定科目内訳明細書、法人事
業概況説明書などに、給与ソフトのデータは、一人別徴収簿などに連動し
ます。税理士事務所は、顧問先が使用している会計・給与ソフトの運用を
前提として会計・給与の処理から税務申告業務まで行えます。

「申告書作成ソフト」は「年間利用料」のみの負担で、システム導入に係る購入コストを大幅に低減します。また、
「申告書作成ソフト」の最上位グレードの
「Professional Edition」なら、一事務所内（※）でのインストール台数が無制限なので、何台にインストールしても追加費用はかかりません。
※同一事業所の同一構内（同一住所）におけるネットワーク（LAN）上

「申告書作成ソフト」
グレード別比較表

もちろん、
「達人シリーズ」間での連動も可能です。

お客様の用途に合わせて3つのグレードを用意しています。

会計ソフト

トメーカと連動しており、業界唯一の連動スキームを実現しています。

グレード
給与ソフト

● 連動会計・給与ソフト一覧

Professional Editionならインストール台数無制限で経済的

法人税の達人

減価償却の達人

消費税の達人

内訳概況書の達人

所得税の達人

データ管理の達人

財産評価の達人

相続税の達人
贈与税の達人

連動する内容

法人税の達人
グループ通算の達人

減価償却の達人

会計・給与ソフトとのデータ連動

PDF出力機能

Light Edition

1台

1台

スタンダード・エディション

ライト・エディション

×

※1

×

※4

×

対応帳票
「超」
大幅拡充

※5

×

会計ソフトに登録されている減価償却資産のデータを取り込
み、
「減価償却計算書」
や
「償却資産申告書」
を作成できます。

インポート機能
「超」
拡充

会計ソフトの仕訳データを取り込み、
「青色申告決算書」
や
「収支内訳書」
を作成できます。また、会計ソフトで登録
された減価償却資産のデータを取り込み、
「青色申告決算
書
（３ページ）」
「
、収支内訳書
（2ページ）」を作成できます。

連動先

連動する内容

年調・法定調書の達人

給与ソフトの社員データ、給与・賞与データを取り込み、一
人別徴収簿や扶養控除等申告書を作成できます。

データ管理の達人

給与ソフトの社員データ
（配偶者、扶養親族等の情報含む）
を取り込み、個人番号収集データベースで収集対象者の
情報を登録できます。

●「達人シリーズ」間での連動

連動先

連動する内容

減価償却の達人 法人税の達人

「減価償却の達人」
で作成された償却費
計算データを取り込み、別表十六関連帳
票を作成できます。

所得税の達人

「減価償却の達人」
で作成された減価償
却資産のデータを取り込み、
「 青色申告
決 算 書」
（3ペ ージ）や
「 収 支 内 訳 書」
（2
ページ）
を作成できます。

グループ通算の達人 「減価償却の達人」
で作成された償却費
計算データを取り込み、別表十六関連帳
票を作成できます。
消費税の達人

「所得税の達人」
で作成された決算デー
タを取り込み、
「 課税取引金額計算表」
「課税売上高計算表」
「 課税仕入高計算
表」
を作成できます。

財産評価の達人 相続税の達人

「財産評価の達人」で作成された財産
データを取り込み、申告書第11表を作
成できます。

贈与税の達人

「財産評価の達人」で作成された財産
データを取り込み、申告書を作成できま
す。

カバー率98％達成！

※5

×

DocuWorks出力機能

会計ソフトの勘定科目名、補助科目名、各科目の決算残
高、補助科目残高を取り込み、
「勘定科目内訳明細書」
を作
成できます。また、各科目の決算残高、月別残高を取り込
み、
「法人事業概況説明書」
を作成できます。

対応帳票
「超」
大幅拡充

×

※2

×

※6

※1：他の「申告書作成ソフト」からの連動も可能です。
※2：PDFファイルを表示するためにはAdobe ReaderなどのPDF閲覧ソフトが必要です（
「データ管理の達人」は除く）
。
※3：
「達人Cube」へのログインが必要です。エラーチェックの内容は、PDFファイルで閲覧・保存が可能です。
「法人税の達人」
、
「消費税の達人」
、
「所得税の達人」
、
「年調・法定調書の達人」
、
「相続税の達人」
、
「贈与税の達人」
、
「グループ通算の達人［個社処理用］
」でご利用いただけます。
※4：出力したファイルは、富士フイルムビジネスイノベーション社DocuWorksから閲覧することができます（
「データ管理の達人」
、
「電子申告の達人」は除く）
。
※5：
「法人税の達人」
、
「所得税の達人」
、
「グループ通算の達人［個社処理用］
」でご利用いただけます。
※6：
「法人税の達人」
、
「消費税の達人」
、
「内訳概況書の達人」
、
「所得税の達人」
、
「年調・法定調書の達人」
、
「申請・届出書の達人」
、
「グループ通算の達人［個社処理用］
」でご利用いただけ
ます。
「法人税の達人」
「
、所得税の達人」
「
、年調・法定調書の達人」は平成29年度以降のプログラムから、
「消費税の達人」
「
、内訳概況書の達人」は平成30年度以降のプログラムから、
「申請・
届出書の達人」は令和元年度以降のプログラムから、
「グループ通算の達人［個社処理用］
」は令和04年度以降のプログラムから対応しています。なお、他の「申告書作成ソフト」につい
ても順次拡充予定です。

「申告書作成ソフト」
カスタマイズオプション

● 給与ソフトからの連動
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Standard Edition

×

内訳概況書の達人

所得税の達人

プロフェッショナル・エディション

業務エラーチェック ※2※3

会計ソフトで計算した、課税売上、非課税売上、課税仕入、
非課税仕入などの集計金額を取り込み、消費税申告書を
作成できます。

連動元

Professional Edition

会計ソフトで作成された決算書データの取り込みでは電
子申告用決算書を、総勘定元帳データの取り込みでは
「入
力用帳票
［六
（一）
・八
（一）
］
」
「
、別表十四
（二）
」
「
、別表十五」
を作成できます。また、会計ソフトで登録された減価償却
資産のデータを取り込み、別表十六関連の帳票を作成で
きます。

消費税の達人

所得税の達人

グレード

ネットワーク接続

● 会計ソフトからの連動

連動先

おすすめ

無制限

インストール可能台数

グループ通算の達人
年調・法定調書の達人

特長・機能

申告書作成業務のさらなる効率化をサポート

申告書作成業務を便利に使うツールを提供

「申告書作成ソフト」カスタマイズオプションでは、より業種や業
態に特化した機能や、申告書作成の付帯機能を提供いたします。

「申告書作成ソフト」をより便利にするツールとしてすべてのお客様に提供するオン
ライン税務サービス「達人Cube」
。

す。各カスタマイズオプションの詳細は、16 ～17ページをご確
認ください。

ウドストレ～ジ」など自由に選べるオプションを有料にて提供しています。各有料
オプションの詳細は、18 ～26ページをご確認ください。

各オプションを、お客様の必要に応じて自由に選択し、ご利用い
ただくことにより、さらなる申告書作成業務の効率化を実現しま

最新プログラムへのアップデートをはじめとし、無料でご利用いただける機能を複
数用意しています。また、さらにワンランク上の機能として、
「報酬請求」や「クラ

提供しているオプション

基本機能

● 一括処理

最新プログラムへのアップデート機能等、以下の機能は無料でご利用いただ
けます。
● 情報コミュニティ ● Cubeデータベース ●アップデート

（「所得税の達人」カスタマイズオプション）

●かげ地割合計算

（「財産評価の達人」カスタマイズオプション）

●その他ツール

● ヘルプデスクツール

●移転価格文書化

有料オプション

● 外部連携

税理士事務所や企業の高度なセキュリティの確保や事務所業務の効率化を支
援する機能を有料にて提供します。
●クラウドデスクトップ ●クラウドAP仮想化サーバー ●クラウドストレ～ジ

（「申請・届出書の達人」カスタマイズオプション）
（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）

●報酬請求

●ウイルス対策

●仮想化対策

●AI-OCR

●個人情報ファイル検索

●データ収集・配信

●ファイル転送

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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申告書作成ソフト
法人税の達人

国

地

OCR

消費税の達人

納

法人税（国税）と地方税の申告書を作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

Light Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

スタンダード・エディション

ライト・エディション

55,900 円

（パッケージ版

58,700円）

37,100 円

（パッケージ版

39,900円）

24,700 円

（パッケージ版

27,500円）

国

OCR

納

マ

法人および個人が申告する消費税の申告書・納付書を作成できます。
各種法人のさまざまな申告形態に対応

年間利用料

普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人、外国
法人の申告に対応。青色・白色の確定申告はもちろん、

プロフェッショナル・エディション

中間申告・修正申告・予定申告・見込納付・四半期試算
に対応。また、分割法人の事業所は最大9,999か所まで
登録可能で、直接入力のほかCSVファイルでの一括入力
機能も備えています。

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

31,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

Light Edition

ライト・エディション

34,700円）

17,100 円

（パッケージ版

19,900円）

ダウンロード版

9,500 円

（パッケージ版

12,300円）

カバー率98％の対応帳票
製品仕様

e-Tax、eLTAXで申告できる法人税の帳票のうち、98％
の帳票が作成できます。また、近年では電力自由化など

法人件数

無制限 ※1

事業所件数

9,999事業所まで登録可能 ※2

法人区分

普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人・
外国法人

申告種別

青色・白色

申告・試算区分

確定・修正・中間・予定・見込納付・四半期試算

帳票数 ※3

国税

時代のニーズにより、
「収入金額に関する明細書（電気供

207帳票（115帳票）

地方税

117帳票（87帳票）

税効果会計

17帳票

納付書

4帳票

税務代理書面

3帳票

一覧表等

16帳票

送付書
金額桁数

1帳票

12 ～15桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
※3:作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。
Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。
Light Editionでの対応帳票数は括弧内に記載しています。

減価償却の達人

地
地

給業及びガス供給業）」などの作成にも対応しています。
すべての帳票の入力画面が、帳票そのままのイメージなの
で、見慣れた画面に手書き感覚で入力できます。

※Professional Edition、Standard Edition限定の機能
です。平成26年度版のプログラムから対応しています。

法人税（国税）の計算と同時に法人地方税の計算が行われます。計算された税額は自動的に「納
付税額一覧表」に集計され、国税・地方税別での集計はもちろん、地方税の納付先別集計およ
び翌期納付額（予定納税額）も算出・印刷が可能です。

「地方税率マスター」で地方税計算も効率化

法人および個人事業者の減価償却資産を管理できます。
（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

Light Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

スタンダード・エディション

ライト・エディション

51,900 円

（パッケージ版

54,700円）

32,300 円

（パッケージ版

35,100円）

14,200 円

（パッケージ版

17,000円）

償却方法
帳票数 ※2

金額桁数

4 ～8桁
（英数字使用可能）
分割コード
2桁
資産種類コード
2 ～4桁
本支店コード
4 ～8桁
部門コード
2 ～5桁
（償却資産）申告先地域コード
2 ～5桁
有形固定資産・無形固定資産・繰延資産・
非償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産
旧定率法・定率法・旧定額法・定額法・
リース期間定額法・均等償却・一時償却
一覧表等
国税
地方税
税務代理書面
12桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票はグレード共通です。

6

通常の償却計算はもちろん、特別償却・資本的支出・有
姿除却などに幅広く対応。資産の分割や除却・売却、資
産種類ごとの償却実施率の一括変更など多彩な処理が可
能です。

便利な帳票を幅広くカバー

税の達人」の別表十六関連へスムーズにデータ連動がで

法人／個人件数 無制限 ※1
コード桁数
資産コード

登録可能資産

実務に便利で多彩な機能が満載

使用頻度の高い固定資産台帳も目的別に4種類の様式が
あり、法人税別表十六関連も出力が可能。もちろん「法人

製品仕様

14帳票
6帳票
4帳票
3帳票

無制限 ※1

きます。また、予算策定時に便利な「償却予定表」、月次
決算に便利な「月額表」も自動で作成されます。

申告区分

確定・予定・中間・修正・見込納付

課税区分

一般用・簡易課税用・免税

法人個人区分

法人・個人

帳票数 ※2

申告書および付表

償却資産申告にも対応
「償却資産申告書」も自動作成。もちろん電子申告（地方税）にも対応済みです。

連動計算で作業の効率アップ
［基礎データ］画面に基本の金額を入力するだけで、各帳
票内の集計・自動計算はもちろん、各帳票は必要最低限

過去の売上高や翌期の予想売上などの情報を入力し、課

27帳票

納付書

1帳票

税務代理書面

3帳票

補助資料

9帳票（7帳票）

14桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。
Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。
Light Editionでの対応帳票数は括弧内に記載しています。

税方式ごとの税額をシミュレーションできます。また、こ
れまでに作成・提出した届出書の履歴を登録することで、
課税方式の適用にあたり提出が必要な届出書を自動的に

判定します。
顧問先と相談しながらシミュレーションを行うことで、
「届出書提出の意志決定」→「納税見込
み額についての報告」→「顧問先の確認および署名・捺印」といった届出書提出までの流れが
スムーズになり、顧問先との良好なコミュニケーションを築くとともに、トラブルを未然に防ぎ
ます。
※Professional Edition、Standard Edition限定の機能です。平成30年度以降用のプログラ
ムから対応しています。

リバースチャージに対応
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等（「リバースチャージ方式」の導入）に
対応しています。
「第二表 課税標準額等の内訳書」を作成できます。

内訳概況書の達人

国

OCR

法人税（国税）を申告する際、添付書類として必要な「勘定科目内訳明細書」と「法人事業概況説明書」および「会社事業概況書」を作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

Light Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

39,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

42,700円）

21,900 円

（パッケージ版

ライト・エディション

24,700円）

11,400 円

（パッケージ版

14,200円）

多彩な編集機能
「勘定科目内訳明細書」では、項目の単位で並び替え、項
目の単位で合計金額を表示する小計設定、設定金額以下
の明細をまとめて表示する集計設定など、多彩な編集機
能を利用して思いどおりの明細書を作成できます。

また、一度入力した明細行は翌年度以降保持されるので、
差分入力だけの簡単な操作で明細書が作成できます。

必要な帳票を幅広くカバー
製品仕様
法人件数

無制限 ※1

帳票数 ※3

勘定科目内訳明細書

減損会計に対応
減損処理を行った資産の減価償却計算に対応しています。
減損処理を行った資産を「減損資産一覧表」から確認することもできます。

込納付に対応しています。

シミュレーションおよび
届出書の履歴管理・照会が可能

プログラム内に都道府県だけでなく全市町村の税率を保持しているので、第六号様式・第二十
号様式への税率は、事業所情報などの条件から自動判定が可能です。計算に利用されている税
率などは画面で確認することもできます。

マ

年間利用料

法人／個人件数

金額桁数

一般課税・簡易課税の申告書および付表の作成が可能。
確定申告・予定申告・複数回の中間申告・修正申告・見

の入力で申告書の作成が完了します。

製品仕様

「納付税額一覧表」で納税額を一元把握

さまざまな申告形態に対応

16種類

その他の科目の内訳書

5種類

事業概況説明書

2帳票

金額桁数

12桁

内訳書作成可能枚数

1内訳書あたり最大999枚 ※2

税務署で用意されている16種類の「勘定科目内訳明細書」
と「法人事業概況説明書」および「会社事業概況書」を作
成できます。
「勘定科目内訳明細書」は複数ページの作成も可能で、税
務署配布様式のほか5枚のフリーフォーマットを用意して
います。
※フリーフォーマットについては、電子申告時に取り込め
ません。

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
※3:作成できる帳票はグレード共通です。

データ活用をスムーズにするCSVファイル
CSV形式によるファイル作成、データインポート機能を備えているため登録された資産データ
の有効活用や外部データの取り込みがスムーズに行えます。

「達人Cube」接続で業務をさらに効率化
「達人Cube」にログインすると、減価償却資産の耐用年数表が閲覧可能です。

国

電子申告（国税）／

地

電子申告（地方税）／

OCR

OCR・カラー印刷 ／

納

納付書 ／

マ

マイナンバー

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」

7

申告書作成ソフト
所得税の達人

国

OCR

納

マ

個人の申告する所得税の申告書・決算書・内訳書・その他の添付書類を作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

Light Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

51,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

32,300 円

（パッケージ版

ライト・エディション

54,700円）

14,200 円

（パッケージ版

確定申告書A ／ B・分離・損失・修正・準確定すべての申告
書作成に対応。
「青色申告決算書」
「収支内訳書」では一般用・

プロフェッショナル・エディション

申告種別

青色・白色

申告区分

確定・修正・準確定

帳票数 ※2

申告書および添付書類

e-Taxで申告できる所得税の帳票のうち、98％の帳票が

作成できます。
すべての帳票の入力画面が、帳票そのままのイメージなの
で、見慣れた画面に手書き感覚で入力できます。

125帳票
（44帳票）

青色申告決算書および収支内訳書

11帳票

入力用帳票

10帳票

第三者作成書類

6帳票

納付書

1帳票

補助資料

※Professional Edition、Standard Edition限定の機能
です。

5帳票

税務代理書面

3帳票

地

OCR

前年分の申告書と当年分の申告書のデータを対比して表示できるので、前年分の申告書との差
異が一目でわかります。さらに「業務エラーチェック機能」を併用すると、繁忙期でもミスなく
申告書を作成できます。
※Professional Edition、Standard Edition限定の機能です。

納

マ

法人および個人の年末調整・法定調書を処理・作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

39,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

21,900 円

（パッケージ版

Light Edition

ダウンロード版

ライト・エディション

42,700円）
24,700円）

11,400 円

（パッケージ版

14,200円）

法人件数

無制限 ※1

所属（部門等）件数

無制限 ※2

社員件数

無制限 ※2

受給者（報酬等）件数

無制限 ※2

各支払調書件数

無制限 ※2

帳票数 ※3

源泉徴収票等
支払調書等

源泉徴収簿・扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基
礎控除／配偶者控除／所得金額調整控除申告書は帳票イ
メージで入力可能。
さらに、給与データの月別入力や報酬等データの伝票形

7帳票
10帳票

一覧表

16帳票
1帳票

9桁（基本）

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
※3:作成できる帳票はグレード共通です。

42,700円）

21,900 円

24,700円）

（パッケージ版

連動給与ソフトから社員データや給与・賞与データを取り
込めます。また、連動給与ソフトからだけでなく、基本情
報や社員情報、各帳票等のデータを外部ファイル（Excel形式、CSV形式）からインポートでき

ます。補助資料としての「被相続人・相続人一覧」
「取得財
産一覧表」なども作成できます。

タを作成でき、各分割案により算出された各相続人の税
額を比較表で確認できます。

製品仕様
被相続人の件数

無制限 ※1

相続人の件数

20人

遺産分割協議書の作成
相続税申告書第11表に登録された財産情報に基づいて、

シミュレーションの件数 20件

遺産分割協議書データの作成が可能。作成したデータを
Word形式などで自由に編集できます。

申告区分

確定・修正／更正

財産の件数

989,901件（補助コード使用時）

帳票数 ※2

申告書

66帳票

その他

14帳票

納付書

1帳票

事業承継税制提出書類

6帳票

試算表等

6帳票

補助資料

6帳票

事業承継税制（特例措置）に対応

税務代理書面

3帳票

送付書

2帳票

事業承継時の贈与税・相続税を猶予する事業承継税制が、平成30年度税制改正において大き

金額桁数

12桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票はグレード共通です。

贈与税の達人

国

OCR

納

相続税額のシミュレーション
「相続財産の種類別価額及び相続税額の試算表」はもとより「二次相続税額の試算表」も作成

可能。
「相続財産の種類別価額及び相続税額の試算表」においては、税率や基礎控除額を変更
してシミュレーションを行えます。

く改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。この特例措置の適用を受ける際に必
要な「特例承継計画」、
「認定申請書」等を作成できます。
また、この制度の適用可否を判定するための適用要件判定表にも対応しています。

マ

贈与税申告書や事業承継税制（特例措置）の各種申請・届出書を作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

25,200 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

28,000円）

13,200 円

（パッケージ版

16,000円）

さまざまな申告パターンに対応
一般の贈与（暦年課税）の申告だけでなく、相続時精算課
税の適用や住宅取得等資金の非課税の適用、非上場株式
等についての納税猶予及び免除の特例（特例措置）の適用
を受ける場合の申告書作成に対応。
また、確定申告だけでなく、修正申告及び更正の請求にも
対応しています。

連動計算で作業の効率アップ
製品仕様
受贈者の件数

無制限 ※1

贈与者の件数

20人

申告区分

確定・修正／更正・その他

財産の件数

無制限 ※1

帳票数 ※2

申告書

受贈者、贈与者の基本情報を入力し、贈与された財産デー
タを登録するだけで申告書が完成します。
また、財産データは「財産評価の達人」から取り込みが可
能です。

事業承継税制（特例措置）に対応
19帳票

更正の請求書

「前期比較表（一人別徴収簿・年末調整欄）
」でミスなく年末調整処理
金額桁数

4帳票

納付書

1帳票

事業承継税制提出書類

6帳票

補助資料

2帳票

税務代理書面

3帳票

事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継
税制が、平成30年度税制改正において大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられま

した。この特例措置の適用を受ける際に必要な「特例継承計画」
、
「認定申請書」を作成できま
す。
また、引き続きこの制度の適用を受けるために提出する「年次報告書」
、
「継続届出書」にも対
応しています。

12桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票はグレード共通です。

国

8

確定申告と修正申告に対応。さらに、相続税申告では物
納申請・延納申請・更正の請求に必要な帳票も作成でき

相続税申告書の作成では、複数の分割案に応じた申告デー

ます。本機能により、お客様が現在利用しているシステムで保有している帳票作成に必要なデー
タと連携することも可能になり、帳票作成作業の効率化が実現できます。

前年分と当年分の金額を対比して表示できるので、前年分との差異が一目でわかります。さらに
「業務エラーチェック機能」を併用すると、繁忙期でもミスなく年末調整処理を行えます。

幅広く帳票に対応

複数の分割案を作成し比較表で確認可能

ドットプリンタ対応（カラープリンタ対応）

帳票の作成にかかる時間を削減する
インポート機能

9帳票

ダウンロード版

式入力など実務に即した作業を実現します。

刷はもちろん、ドットプリンタにも対応しているので複写
用紙への印刷も可能です。

合計表等
税務代理書面
金額桁数

業務を知りつくしたシステム設計

「給与所得の源泉徴収票」などは、カラープリンタでの印

製品仕様

Standard Edition

39,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

「所得税前期比較表」でミスなく申告書作成

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。
Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。Light Editionでの対応帳票
数は括弧内に記載しています。
Professional Edition、Standard Editionのみで作成できる帳票で登録した情報は、
他の帳票に連動しません。

国

（税抜き）
ダウンロード版

所得税の申告書が完成すると「納税額管理表」が自動的に作成されます。所得税の予定納税額・
住民税額および事業税額が計算され、翌年度の納税予定額を一目で確認できます。

10桁

年調・法定調書の達人

マ

Professional Edition

「納税額管理表」を自動作成

12帳票

財産債務調書等

納

【内訳書】
」
「譲渡所得の内訳書（付表兼計算明細書）
」など多

カバー率98％の対応帳票
無制限 ※1

OCR

作成できます。また、
「所得の内訳書」
「医療費控除の明細書

17,000円）

製品仕様

金額桁数

年間利用料

数の添付書類を作成できます。

個人件数

国

相続税申告書や事業承継税制（特例措置）の各種申請・届出書を作成できます。

さまざまな申告パターンに対応

不動産用・農業用に対応しており、
「医師及び歯科医師用」
「青
色申告決算書又は収支内訳書（不動産所得用）付表≪国外中
古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例≫」の付表も

35,100円）

相続税の達人

電子申告（国税）／

地

電子申告（地方税）／

OCR

OCR・カラー印刷 ／

納

納付書 ／

マ

マイナンバー

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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申告書作成ソフト
財産評価の達人

申請・届出書の達人

個人の所有する財産の管理を行い、個別財産の評価明細書を作成できます。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

39,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

42,700円）

21,900 円

（パッケージ版

24,700円）

国

地

マ

各種申請書・届出書を作成できます。申請書・届出書データは顧問先ごとに届出単位で作成できます。

20種類すべての評価明細書に対応

年間利用料

土地及び土地の上に存する権利、取引相場のない株式（出
資）など税務署配布様式に準拠した20種類の評価明細書

プロフェッショナル・エディション

すべてが作成でき、印刷した帳票はそのまま税務署に提
出できます。また、その他の財産も「財産一覧表」に登録
したり、補助資料である「土地一覧表」も作成できます。

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

33,900 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

36,700円）

22,800 円

（パッケージ版

25,600円）

間口や奥行距離などの必要な情報の入力により、各種補
正率を自動判定します。また、データを複写し、財産デー
タを年度ごとに管理できます。これにより一度評価した財

評価対象者の件数

無制限 ※1

財産コード

4桁（補助コード使用時は6桁）

財産の件数

989,901件（補助コード使用時） ※1

帳票数 ※2

評価明細書

が可能です。

23帳票

補助資料
金額桁数

産を路線価などの可変データを修正するだけで評価替え

2帳票

12桁

無制限 ※1

帳票数 ※2

法人税

「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」は、株式の

様式が異なる各評価明細書の財産を「財産一覧表」でまとめて管理できます。
「相続税の達人」
や「贈与税の達人」に取り込むときも、個々の財産ごとに選択が可能なので、申告書作成以外
の目的にも利用できます。
また、財産一覧表データはCSV形式のエクスポートも可能です。

事業所税の達人

法人／個人件数

評価方式の自動判定

財産管理に便利な一覧表機能

にも対応しています。これらの帳票は、他の「申告書作成
75帳票
（69帳票）

所得・源泉所得税

30帳票

相続・贈与税

17帳票

消費・間接諸税

47帳票

事業所税

金額桁数

1帳票

納税証明書・納税手続

23帳票

その他

26帳票

12桁

※1: ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2: 作成できる帳票は、カスタマイズオプション「移転価格文書化」を契約している場合で
す。契約していない場合は、一部対応していない帳票があります。契約していない場合
の対応帳票数は括弧内に記載しています。

地

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

Standard Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

52,300 円

（パッケージ版

スタンダード・エディション

55,100円）

32,300 円

（パッケージ版

35,100円）

さまざまな申告に対応
事業所税の納付申告、免税点以下申告および事業所用家
屋の貸付等申告に対応。
事業所ごとの床面積、従業者数などを入力し、自治体別
に集計された申告書を作成できます。
また、作成した申告データは、紙での提出のほかに、電子
申告による提出も可能です。

インポート機能で申告書作成を効率化
製品仕様
法人／個人件数

無制限 ※1

申告区分

納付申告・免税点以下申告・修正申告

事業所等件数

無制限 ※2

帳票数 ※3

事業所税申告書

5帳票

添付書類・申請書等

2帳票

貸付状況等申告書

3帳票

一覧表

7帳票

税務代理書面

3帳票
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申請書・届出書データは顧問先ごとに届出単位で作成が

可能。たとえば、管理が煩雑な消費税届出書も履歴管理が可能です。

データの取り込み機能・連携機能で作業効率アップ
データの取り込み機能では、現在「申請・届出書の達人」で作成している帳票を他の帳票に反
映が可能。たとえば、
「法人設立届出書」
（国税用）で入力した内容を「法人設立届出書（都道
府県・市区町村）
（
」地方税用）に取り込めます。また、
データの連携機能では、
「法人税の達人（平
成26年度版）」以降、
「消費税の達人（平成26年度以降用）」
、
「所得税の達人（平成27年分版）
」
以降、
「相続税の達人（平成24年分以降用）」以降、
「
［グループ通算の達人（令和04年度版）
［個
社処理用］」以降から各「更正の請求書」を作成する際に必要なデータを連携できます。

便利な機能が満載の「Professional Edition」がおすすめ

電子申告（地方税）／

OCR

「申告書作成ソフト」は、お客様の用途に合わせてグレードの選択が可能です。
最上位グレードの「Professional Edition」なら複数のパソコンで、ネットワーク運用によるデータ共有や会計・給与ソフトとのデータ連動が可能です。

インストール台数無制限 ！

～何台インストールしても追加費用はかかりません～

複数のパソコンにインストールして同時に利用できます。一事務所内（※）でのインストール台数が無制限
なので、何台にインストールしても追加費用はかかりません。

また、データベースを他のパソコンと共有できるので、申告データをサーバーやパソコンで一元管理可能です。
※同一事業所の同一構内（同一住所）におけるネットワーク（LAN）上

PDFやDocuWorksに対応！

～申告書を電子ファイルで保存できます～

作成した申告書を、顧問先ごとにPDFファイルやDocuWorksに出力できます。

活用し、申告書作成を効率的に行えます。

申告書が完成したら必ず行う検算作業。漏れ抜けが許されない重要な作業ですが、手間がかかり本当に面倒です。業務エラーチェック機能は、帳票作成
漏れや整合性チェックなど、ソフトウェアで判別可能な項目を、幅広い観点で自動的に一括チェックできます。申告書を作成したらまずこの機能を実行す

自治体ごとの計算方法に合わせて
申告書の作成が可能
自治体ごとに異なる計算の端数処理や申告要否の判定基準などを個別に設定が可能。
明細入力されたデータの集計結果から申告要否等を自動判定するなど自治体ごとに異なる計算

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
※3:作成できる帳票はグレード共通です。

地

提出単位のデータ保存で作成・提出の履歴管理

税額計算に必要な明細データは手入力だけでなく表計算ソ
フトなどで作成したCSV形式のデータをインポートして作
成が可能です。
会社独自の管理・計算方法により作成されたデータを有効

方法にも柔軟に対応が可能です。

12 ～13桁

電子申告（国税）／

が作成できます。

マ

年間利用料

国

ソフト」からデータ連携が可能ですので、スムーズに帳票

グレードが３つありますが、どれがおすすめですか？

「事業所税の申告書」
、
「みなし共同事業に関する明細書」および「事業所用家屋貸付等申告書」を作成できます。

金額桁数

※作成可能な帳票の一覧および電子申告が可能な帳票の
詳細については別紙「対応帳票一覧」をご覧ください。

税理士に作成が義務付けられている「税理士業務処理簿」
や毎年提出する必要がある「関与先名簿」
、
「従業員名簿」

製品仕様

所有状況と会社規模の判定要素について必要最低限の入力だけで、評価方式を自動判定しま
す。判定に必要となる議決権割合も手入力による修正ができるなど、第1表から第8表までを正
確に作成できるよう工夫されています。

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:作成できる帳票はグレード共通です。

100種類以上の申請書・届出書を作成可能。大半の帳票
は国税、地方税の電子申請にも対応しています。

「税理士業務処理簿」や「関与先名簿」
、
「従業員名簿」も作成可能

補正率の自動判定
製品仕様

必要な帳票を幅広くカバー

OCR・カラー印刷 ／

作成が終わった申告データを電子ファイルとして保存できるので、紙での保管が不要になり事務所のペーパーレス化につながります。また、電子ファイル
として保管すると、過去の申告内容を確認したい時の検索性が格段に向上し、業務がスムーズになります。

業務エラーチェック機能で検算もらくらく！

～ケアレスミスを未然に防ぎます～

ることでケアレスミスを防止でき、検算作業をスムーズに進めることが可能となります。

対応帳票「超」大幅拡充 ！～
「所得税の達人」、
「法人税の達人」、
「グループ通算の達人［個社処理用］」でカバー率98％を達成しました～

「所得税の達人」
、
「法人税の達人」
、
「グループ通算の達人［個社処理用］
」では、e-Tax、eLTAXで電子申告できる帳票のうち、実に98％の帳票が作成
できます。対応帳票一覧は「達人」オフィシャルサイトをご確認ください。

インポート機能「超」大幅拡充 ！

～外部ファイルからのインポートが可能です～

各「申告書作成ソフト」で登録する基本情報や各帳票等のデータを外部ファイル（Excel形式、CSV形式）からインポートできます。本機能を利用するこ
とにより、お客様が現在利用しているシステムで保有している帳票作成に必要なデータと連携することも可能になり、帳票作成作業の効率化が実現でき
ます。現在、対応している製品は、
「法人税の達人」、
「消費税の達人」、
「内訳概況書の達人」、
「所得税の達人」、
「年調・法定調書の達人」
、
「申請・届出
書の達人」、
「グループ通算の達人［個社処理用］」です。
納

納付書 ／

マ

マイナンバー

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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申告書作成ソフト
グループ通算の達人

国

地

納

OCR

グループ通算の国税、地方税の申告書を作成できます。また、
税効果会計にも対応しています。

「グループ通算の達人」は、通算親法人がマスター管理や通算計算・税効果会計の計算を行うための「通算処理用プログラム」と、通算親法人および各通算

子法人が自社の税務情報および税効果会計に必要な情報を入力するための「個社処理用プログラム」の2つのプログラムから構成されています。
通算親法人、各通算子法人が提出する国税、地方税の各申告書の作成に対応しているため、本製品を用いることでグループ通算にかかる一連の申告を行え
ます。また、税効果会計にも対応しているので、税効果会計に必要な情報も確認できます。

年間利用料
●

（税抜き）

通算処理用

Professional Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

●

142,800 円

（パッケージ版

個社処理用

Professional Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

145,600円）

56,100 円

（パッケージ版

58,900

円）

データ管理の達人

マイナンバーを含むマスター情報を一元的に登録・編集し、
「申告書作成ソフト」とシームレスに連携します。

年間利用料
Professional Edition

プロフェッショナル・エディション

Light Edition

通算処理用

ライト・エディション

（税抜き）

ダウンロード版

49,800 円

ダウンロード版

12,000 円

通算親法人がグループ内の各通算子会社の管理と通算計算および税効果会計の計算を

データの簡略化

通算法人件数

無制限 ※1

事業所件数

9,999事業所まで登録可能 ※2

申告・試算区分

確定・修正・中間・予定・見込納付・四半
期試算

帳票数

国税

ます。

簡単な操作で、各法人のデータ集約、通算計算、および
税効果会計の計算が行えます。

マイナンバー等のマスターデータの収集等

各法人情報の一覧作成

マスターデータを常に最新の状態としておくことは容易ではありません。特に、
マイナンバーは本人でも識別の難しい個人情報であるため、これを単純に登録す

地方税

95帳票

税効果会計

24帳票

納付書

4帳票

税務代理書面
一覧表等
金額桁数

ることは非常にハードルの高い作業と言えます。そのため、マスターデータを簡

易に収集したり、正しい入力であるかを簡便に参照・チェックする機能を提供し
ます。特にマイナンバー収集にあたっては、事務所にいながらにして従業員や扶

養家族の情報をマイナンバー制度で求められる「適切な管理」に準拠しつつ安全
に収集する仕組みを提供します。また、これを実現するために、収集対象者用

「通算処理用プログラム」で設定した項目（保有有価証券
等）を「個社処理用プログラム」で各法人が税務情報を入

257帳票

3帳票
33帳票

12 ～15桁

※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。

各「業務ソフトウェア」の基本情報として必要となるデータを、簡便に登録して

タに対するアクセス制御に関しても、
「業務ソフトウェア」と同様の機能を提供し

グループ内の入力統制

無制限 ※1

マイナンバー等のマスターデータの登録・管理

利用します。また、保管されるデータは、強度な暗号化を施しているため、利用
者でない限りは決して復号化できない仕組みとなっています。なお、
マスターデー

各法人の情報を一覧表形式で把握できます。

通算グループ件数

各「業務ソフトウェア」で利用するマスターデータを管理します。

管理できます。この保管にあたっては、セキュアで堅牢な達人Cubeセンターを

行えます。

（個社情報、法 人税額、地方法 人税額、利益積立金額、
受取配当、欠損金残高、検算式など）

製品仕様

マスターデータ管理機能

力する際に利用できます。
また、
「個社処理用プログラム」で各法人が税務情報を入
力する際に、作成する帳票や処理権限を「通算処理用プ
ログラム」で設定できるので、企業グループ内での入力統
制を行えます。

のアカウントを発行する機能を有します。
Light Editionご利用上の注意事項
●

個社処理用

通算親法人・通算子法人がそれぞれ通算計算の基となる自社の税務情報や税効果会計の
計算の基となる情報を入力できます。

入力画面は帳票そのままのイメージなので、見慣れた画
面に手書き感覚で入力できます。また、入力が必要な個
所が色分けして表示されるなど、直感的な入力が可能です。

入力負荷を軽減

●

登録できる収集対象者の情報は200件までとなります。

●

事業者データベースはご利用いただけません。
● 個人番号収集データベースの登録件数
●

すぐに使いこなせる簡単操作

●

データベース保守
データベース保守の各機能はご利用いただけません。

手動で登録

税理士事務所にて「データ管理の達人」を使用し、顧問先で必要な番号す

べてを登録
スマートフォン等で個別に登録
顧問先の従業員等が、スマートフォン等から直接番号を登録
● パソコンアプリで一括登録
顧問先の担当者が、パソコン等から従業員等全員の番号を登録

個人番号の登録方法
ご利用いただける登録方法（
「手動で登録」
、
「スマートフォン等で個別に
登録」
、
「パソコンアプリで一括登録」
、
「収集結果を共有」
）のうち、
「パソ
コンアプリで一括登録」
、
「収集結果を共有」の収集方法はご利用いただ
けません。

●

収集結果を共有
顧問先事業者が「データ管理の達人（Light Edition）
」を使って収集した
結果を、税理士事務所から共有

「業務ソフトウェア」等へのデータ連携
ここで管理されるマスターデータを「業務ソフトウェア」や他社ソフトウェアに

業務ソフトウェアデータ管理機能

各「業務ソフトウェア」で登録されるデータを安全かつ簡便に管理します。

各別表内または別表間でデータを連動できるので、必要
最低限の入力で申告書等が作成できます。

セキュリティ管理

いつでも税額のシミュレーションが可能

マイナンバー法では、安全管理措置として個人番号を取り扱う利用者を厳格に

各法人の税額情報の入力が完了していなくても、入力され
ている情報をもとにおおよその税額のシミュレーションが
可能です。

個人番号の登録方法

事業者データベース

安全にかつ簡便に連携する仕組みを提供します。この機能により、
「業務ソフト
ウェア」側での基本情報の登録負荷は大幅に低減することとなります。
●

マイナンバー収集・管理イメージ

定め、そのアクセス制御を行うことが求められます。本機能では、事務所の中
に複数の職員がいる場合でも、利用者ごとにデータへの詳細なアクセス制御を
かけられます。また、アクセスログ取得により、いつ誰がどのデータへアクセス
したかを監査できます。

データベース管理
税効果会計について
グループ通算にかかる一連の申告だけでなく、税効果会計にも対応しています。作成した申
告書の情報を利用して税効果会計の計算を行うだけでなく、税効果会計の計算に必要な情
報のみを登録して計算を行うこともできるので、税効果会計のシミュレーションを行う際も
ご活用いただけます。
データ登録の流れは、申告書作成の場合と同様です。
「個社処理用プログラム」を使って各

法人の帳票を作成し、
「通算処理用プログラム」を使って税効果計算を行います。
なお、税効果会計機能の利用に伴う追加料金等は一切かかりません。年間利用料の範囲内
で全てお使いいただけますのでご安心ください。
国
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電子申告（国税）／

地

電子申告（地方税）／

OCR

OCR・カラー印刷 ／

納

納付書 ／

マ

各「業務ソフトウェア」で作成したデータを保管するデータベースを統合的に管
理できます。データベースに関するバックアップ、リストア、複写等を行え、バッ
クアップについては、複数のデータベースを一括でバックアップしたり、決めら
れた日時に定期的にバックアップ処理を行うタイマーバックアップの機能等も提
供します。

データ管理
各「業務ソフトウェア」で作成したデータを統合的に管理できます。データに関
する、複製／外部へのエクスポート／インポート等を行えます。

マイナンバー

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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申告書作成ソフト
電子申告の達人

電子申告のデータ作成から送信、受信確認までの一連の作業を簡単操作で実現します。
年間利用料

（税抜き）

Professional Edition

ダウンロード版

プロフェッショナル・エディション

36,000 円

購入前に実際に使用してみたいのですが…

電子申告データの署名・送信機能

一括での電子申告データ検証／署名／送信
電子申告データに対して、データが正しいかどうかのチェック／電子署名の付与
／ e-Tax、eLTAXセンターへのデータ送信を行えます。各処理については、個

別選択だけでなく、一括指定や条件指定等で大量のデータを一括で処理する機
能を有します。

電子申告データの送信結果確認機能

送信した結果の確認等を統合的に実施・管理できます。

送信結果の確認／メッセージボックス閲覧
送信した電子申告データが正しく受け付けられたかどうかの確認は、e-Tax、
※一部の機能については、
「達人Cube」にログインしてご利用いただく必要が
あります。

電子申告データの生成・確認機能

「申告書作成ソフト」で作成した申告・申請等データや外部システムで作
成したデータを電子申告データに変換します。

eLTAXセンターより受付結果をダウンロードします。送信した電子申告データや
送付書も同時にダウンロードし、
「電子申告の達人」専用のデータベースに保存
されますので、e-Tax、eLTAXセンターのメッセージボックスでは一定期間経過
すると自動的に削除されてしまうデータを、継続的に保存が可能です。
なお、保存したデータのアクセス制御に関しても、他の「申告書作成ソフト」と
同等の機能がサポートされます。

特定のメッセージの一括ダウンロード／一括出力

「申告書作成ソフト」等からのデータ取り込み

顧問先のメッセージボックスにのみ格納される「申告に関するお知らせ」
、
「特別

「法人税の達人」等の「申告書作成ソフト」で作成した申告・申請等データや外
部システムで作成したデータを電子申告データに変換し、
「電子申告の達人」専
用のデータベースに保存します。
「申告書作成ソフト」で作成した申告・申請等
データを一括で変換する機能や、外部システムで作成したデータを電子申告デー
タに変換時に禁則文字等を自動で変換する機能を有します。
なお、保存した電子申告データのアクセス制御に関しても、他の「申告書作成

ことも可能です。また、データベースに保存した受付結果等の各種メッセージに
ついては、一括印刷や外部ファイルへの一括出力を行えます。

ソフト」と同等の機能がサポートされます。

変換した電子申告データは、他の「申告書作成ソフト」と同様に帳票そのまま
のイメージ画面で内容確認や、PDF形式のファイルで出力できます。

電子申告に対応している「申告書作成ソフト」

作成した申告・申請等データを電子申告データに変換できる「申告書作
成ソフト」は以下のとおりです。なお、全グレード共通で作成した申告・
申請等データを変換できます。
申告・申請等内容

徴収税額通知データ」など特定のメッセージを指定して一括でダウンロードする

電子申告データの進捗状況確認機能

対応ソフト

各電子申告データのステータス（作成中／作成済／署名済／送信済）
、送信した
日時、受付番号、申告税額を顧問先または税目・手続き単位で一覧にて確認で
きます。表示された一覧は、CSV形式やExcel形式のファイルで出力可能なので、
さまざまな管理資料として活用できます。また、
「電子申告完了報告書」の出力や、
eLTAXにおいては各市町村から送られてくる「特別徴収税額通知データ」をもと
に各納税者の税額通知の発行状況の確認ができます。

その他の機能

マイナンバー対応、操作性向上等に資する機能として、以下の対応を実
施しています。

国税
法人税

法人税の達人、内訳概況書の達人

消費税

消費税の達人

所得税
（準確定申告含む）

所得税の達人

法定調書関係、徴収高計算書

年調・法定調書の達人

相続税

相続税の達人

贈与税

贈与税の達人、財産評価の達人

所得税、
法人税、源泉所得税、各種届出書

申請・届出書の達人

グループ通算

グループ通算の達人、内訳概況書の達人
地方税
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法人都道府県民税・事業税、法人市町村民税

法人税の達人、
グループ通算の達人

固定資産税
（償却資産）

減価償却の達人

個人住民税
（給与支払報告書）

年調・法定調書の達人

事業所税

事業所税の達人

法人税、
個人住民税、各種届出書

申請・届出書の達人

「達人シリーズ」では、各「申告書作成ソフト」および「達人Cube」の各機能について90日間の体験版をご用意しています。
一部機能の制限を除いて、製品版と同様の操作を実際に使用してご確認いただけます。ご利用いただくには、インターネット環境が必須です。

■ 申告書作成ソフト

（利用可否
利用可否

法人税の達人

○

減価償却の達人

○

消費税の達人

○

内訳概況書の達人

○

所得税の達人

○

年調・法定調書の達人

○

相続税の達人

○

贈与税の達人

○

財産評価の達人

○

事業所税の達人

○

申請・届出書の達人

○

グループ通算の達人［通算処理用］

○

グループ通算の達人［個社処理用］

○

機能

概要

マイナンバー対応

電子申告データの署名、送信時等には、国税庁・地方税共同機構か
ら公式配布されたモジュールを使用して処理を行うため、電子申
告データを一時的にファイル化する必要があります。そのため、
マイナンバー等を含んだ電子申告データファイルに関する署名、
送信処理中のセキュリティを強化します。
さらに、他の「申告書作成ソフト」同様、マイナンバーを含む電子
申告データ等、特定個人情報を含むデータの保存時の暗号強化も
行います。

共通画面

作業全体のフローを考慮したインターフェースとすることで、作業
漏れの防止やわかりやすさの向上、
操作性の向上を図ります。

送受信設定

利用者設定
（利用者識別番号、利用者ID等の設定）
を事前に行うこ
とで、電子申告データを送信する際に、毎回e-Tax、eLTAXセンター
にログインする必要がなくなります。
また、e-Tax、eLTAXそれぞれの暗証番号や電子証明書等の登録機
能も送受信設定に統合することで、
使いやすさの向上を図ります。

メッセージの
選択受信

メッセージ受信の際の各種フィルタ機能の強化を図ります。e-Tax、
eLTAXセンターに保管されているメッセージの選択受信もできるよ
うにします。

○：体験版を利用できます

×：体験版を利用できません)

注意事項（利用制限等）
・ 体験版のご利用にあたっては、いずれかの「申告書作成ソフト」のお申し込みが必須です。以下の「達人Cube」の各
機能のみのお申し込みはできません。
・「申告書作成ソフト」は最新年度、
最新バージョンのみ利用できます。
（過年度プログラムについては利用できません。
）
・ 各「申告書作成ソフト」は、Professional Editionと同等の機能が利用できます。
・ 帳票を印刷するとすべてに「SAMPLE」という文字が印刷されるので、実際に提出はできません。

・ 事業者データベースには、事業者データを10件まで登録できます。
データ管理の達人

○

・ 個人番号収集データベースに登録できる収集対象者の上限は10件です。作成する収集データについて上限はありま
せん。
・［データベースの保守］のタイマー設定によるバックアップ機能は利用できません。

電子申告の達人

○

顧問先または税目と手続き単位に電子申告の進捗状況を確認できます。

電子申告の進捗状況確認／電子申告完了報告書出力

電子申告データの確認

90日間無料で体験版をお試しいただけます！

電子申告データに対して、検証／署名／送信を行います。

・ e-Tax、eLTAXへの電子申告データの送信、ダイレクト納付および利用者識別番号または利用者IDに紐付く登録情
報の変更はできません。
・ すでにほかのソフトウェアを使って電子申告などをしていて、
メッセージボックスに格納済みのメッセージがある場合、
「メッセージ確認」でメッセージをダウンロードできます。

■ 達人Cube

（利用可否
利用可否

○：体験版を利用できます

×：体験版を利用できません)

注意事項（利用制限等）

基本機能
達人Cubeポータル

○

情報コミュニティ

○

Cubeデータベース

○

アップデート

○

その他ツール

○

ヘルプデスクツール

○

・ 個別のお申し込みは必要ありません。
「申告書作成ソフト」の体験版をお申し込みいただくと、利用できます。

アカウント
・ 個別のお申し込みは必要ありません。
「申告書作成ソフト」の体験版をお申し込みいただくと、利用できます。

基本アカウント

○

追加アカウント

○

・ 45ア カウントま で 追 加 で き ま す。 体 験 版 の 初 回 お 申し 込 み 数 か ら 変 更 で き ま せ ん の でご 注 意くだ さ い。
なお、46アカウント以上をご希望のお客様は、
「達人インフォメーションセンタ」までご連絡ください。

クラウドデスクトップ

×

・ 体験版を利用できません。

クラウドAP仮想化サーバー

×

クラウドストレ～ジ

×

報酬請求

×

ウイルス対策

×

個人情報ファイル検索

○

－

ファイル転送

○

・ 1顧問先のみ利用できます。

仮想化対策

○

・ 仮想化環境上でリモート接続して体験版を利用する場合は、必ずお申し込みください。

AI-OCR

×

・ 体験版を利用できません。

データ収集・配信

○

・ データ保管領域として100MB利用できます。

・ 基本アカウント数は、5アカウントです。

有料オプション

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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申告書作成ソフト（カスタマイズオプション）
一括処理（「所得税の達人」カスタマイズオプション）

移転価格文書化（「申請・届出書の達人」カスタマイズオプション）

１０0,0０0 円（税抜き）

年間利用料

お客様がExcelや外部システムを利用して管理している申告に必要なさまざまな情報を活用し、複数の申告データの新規作成や取り
込み処理を一括で行えます。また、
「所得税の達人」で作成した複数の申告データの帳票を横断的に一括で印刷、税額等の申告情報
を外部ファイルに出力などが可能になります。
顧問先データの一括新規作成を実現

複数の申告データで作成した帳票を一括印刷

取り込み可能なExcel形式のファイルで、事業者の基本情報（名前、住所など）

複数の申告データで作成されている帳票を横断的に一括で印刷することができ

を準備していただき、そのファイルを取り込むことにより、一度に大量の事業者
データの登録を行うことが可能になります。

「データ管理の達人」をご契約のお客様は、
「データ管理の達人」の事業者デー
タベースに登録されている事業者の情報と連携して、取り込み可能なファイルを
スムーズに作成できます。

申告書の作成に必要なさまざまな基礎情報の取り込みが可能
申告書の作成に必要なさまざまな基礎情報を、お客様が利用しているシステ
ムから取り込み可能な形式（XML形式）のファイルに出力することにより、その
ファイルを複数の申告データに対して一度に取り込むことが可能です。
取り込める情報は以下のとおりです。
種別
財務会計

内容
損益計算書や貸借対照表をはじめとする
「青色申告決算書」
「
、収支内訳書」
を作成するために必要な情報
（減価償却費の明細情報は除く）
を取り込むこ
とができます。

ます。Standard Edition（スタンダード・エディション）以上ご契約のお客様で
あれば、紙での出力だけでなくPDFファイルでの一括出力も可能です。

作成した申告データ内にある税額の情報など、お客様が確認したい項目を選択
して、複数の申告データの情報を横断的に一括でExcel形式のファイルに出力
ができます。出力した情報は、申告データの内容のチェックや分析などさまざ
まな用途でご活用いただけます。

特定項目を一括置換

して登録する必要がありますが、こちらの機能を利用することで複数の申告デー
タを横断的に一括で登録できるようになります。

減価償却 「青色申告決算書」
「
、収支内訳書」
で登録が必要な減価償却費の明細の情
報を取り込むことができます。
申告情報

「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項等」などの
各文書の作成に対応
本オプションをご利用いただくと、
「申請・届出書の達人」で国税当局に提出が
求められている以下の文書の作成が可能になります。
特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別
報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る
事項等の提供
（初葉・次葉）
最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合
における代表提供者に係る事項等の提供
（付表）
特定多国籍企業グループに係る国別報告事項
特定多国籍企業グループに係る国別報告事項
（付表）

申告書の提出年月日や税理士の情報など、複数の申告データに共通的に登録さ
れる情報を一括で登録する機能です。通常であれば、1件1件申告データを選択

特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項

※
「申請・届出書の達人（平成28年度以降用）」以降のプログラムから全グレー
ドで利用可能です。

充実したエラーチェック
作成した各文書の提出にあたっては、電子申告（e-Tax）での提出が義務付けら
れています。電子申告（e-Tax）での提出においては、作成する電子申告データ

配偶者や扶養親族の情報、保険料控除はじめとする各種控除情報など申告
書の作成に必要な情報を取り込むことができます。

の各項目の桁数やデータ型（文字、半角英数字など）、設定できる値の範囲な
ど細かく仕様が決められています。そのため、決められた仕様にそって電子申

※取り込み可能な形式（XML形式）のファイルは、
「所得税の達人」と連動して
いる会計ソフトで出力可能です。

１０0,0０0 円（税抜き）

移転価格税制に係る文書化制度の整備に伴い、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ（特定多国
籍企業グループ）の構成会社等である内国法人および恒久的施設を有する外国法人が、国税当局に提出しなければならない各文書を
「申請・届出書の達人」で作成可能になります。

作成できる文書

税額等の申告情報を出力

年間利用料

告データを作成しないと、電子申告データの送信後にエラーとなって正しく受
け付けされません。

外部ファイル（CSV形式）の取り込みが可能
「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複

数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供（付表）
」
、
「特定多国籍企
業グループに係る国別報告事項（付表）」については、お客様が保有する情報を
取り込み可能な形式（CSV形式）のファイルに出力することにより取り込み可能
です。

特に「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項（付表）
」は、OECD（経済

協力開発機構）が指定する「CbCレポート」の仕様（CSVファイルまたはXML

ファイル）での提出を求められ、各企業の収入金額や従業員の数等以外に電子
申告（e-Tax）固有の情報設定が必要なため、非常に作成が煩雑です。
本オプションでは、電子申告（e-Tax）固有の情報を自動設定でき、外部ファイ
ル（CSV形式）からの取り込みを併用することで、効率的に作成できます。

※「申請・届出書の達人」に取り込めるファイル形式や項目の詳細については、
個別にお問い合わせください。

電子申告（e-Tax）に対応
作成した各文書の提出にあたっては、電子申告（e-Tax）での提出が義務付けら
れています。
「電子申告の達人」をご利用いただくことで、
「申請・届出書の達人」
で作成した各文書データを電子申告データに変換し、署名・送信まで実現可能
です。各文書データの作成から電子申告（e-Tax）での提出までの一連の作業
をスムーズに簡単操作で行えます。
※電子申告（e-Tax）を利用するには、
「電子申告の達人」の契約が別途必要と
なります。

本オプションでは、
「申請・届出書の達人」での各文書データ作成時にこの仕様
を加味したエラーチェック機能を搭載していますので、電子申告データの送信
後のエラー発生を未然に防ぎ、スムーズに電子申告での提出を行えます。

かげ地割合計算（「財産評価の達人」カスタマイズオプション）

外部連携（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）

１３,5０0 円（税抜き）

年間利用料

評価する土地の図面（公図、測量図など）の画像ファイルを取り込み、簡単な操作で想定整形地の自動作成およびかげ地割合の計
算を行えます。計算結果は、
「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（第1表）
」に自動連動します。今まで多くの手間と時間
がかかっていた不整形地の土地の評価の作業が大幅に削減できます。

想定整形地を自動作成し、かげ地割合を計算

隅切りやセットバックの計算にも対応

評価対象地の画像ファイルを取り込み、画像上の境界点を順にクリックしてい
くだけで想定整形地を自動作成し、財産評価基本通達20（不整形地の評価）に

隅切りやセットバックの計算も、簡単な設定で計算を行えます。
※隅切りやセットバックが複数存在する場合の計算には対応しておりません。

明示された方法のうち、不整形地の地積を間口距離で除して得た計算上の奥行
距離を基として評価する方法によって、かげ地割合を算出します。
もちろん、複数の路線に面している土地の正面路線の自動判定も行います。
※取り込み可能なファイル形式は、PDF、TIFF、JPEG、PNG、GIF、BMP形

評

価

対

象

世田谷区○○1110番地

地

の

地目

世田谷区○○

所在地番

測

量

サービスイメージ

338.07 ㎡

利用区分

自用地

地区区分

普通住宅地区

※必須項目や全半角等の書式チェックであり、申告データの信憑性を保証する
ものではありません。

式です。
※間口が2か所存在する土地の計算には対応しておりません。

計算結果は「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（第1
表）
」に自動連動
計算結果は、
「財産評価の達人」の「土地及び土地の上に存する権利の評価明
細書（第1表）
」に自動連動します。

使用禁止文字を自動変換
エラーとして検出されるe-TaxやeLTAXで利用できない使用禁止文字について、
事前に変換規則を登録することで、申告・申請等データ取り込み時に自動変換
する機能を持っているので、使用禁止文字の修正のために申告データの内容を
確認して修正する手間が省けます。

●「かげ地割合計算」
画面
１．測量結果

２．正面判定

○不整形地の場合
地積
不
整
形
地

また、作成された想定整形地と計算結果をともに印刷して、
「土地及び土地の
上に存する権利の評価明細書（第1表）
」の添付資料として活用できます。

想
定
整
形
地
か
げ
地
割
合

実際の間口距離
間口距離
(②と⑦のいずれか少ない方)
平均的な奥行距離
( ① ／ ③ )
奥行距離
(④と⑧のいずれか少ない方)

路線

正面

路線価

奥行価格補正率

1 0-1、1-2 該当

120,000 円 ×

1

②

20.98 ｍ

2

120,000 円 ×

1

③

20.98 ｍ

3

円 ×

＝

④

16.11 ｍ

4

円 ×

＝

⑤

16.11 ｍ

①

338.07 ㎡

2-3、3-4、4-5、5-6

＝

120,000 円

＝

120,000 円
円

地積

⑥

369.783 ㎡

想定整形地の奥行距離

平均的な奥行距離

間口距離

⑦

22.7 ｍ

1

16.29 ｍ >

16.11 ｍ ＝

16.11 ｍ

奥行距離

⑧

16.29 ｍ

2

22.91 ｍ <

23.28 ｍ ＝

22.91 ｍ

不整形地の地積

⑨

338.07 ㎡

想定整形地の地積

⑩

369.783 ㎡

かげ地割合
((⑩－⑨)／⑩×100)

⑪

8.57 ％

セットバック部分の地積

⑫

㎡

無道路地の通路部分の地積

⑬

㎡

①

㎡

提出先自治体登録の手間を大幅削減

円

※参考
奥行距離

3

ｍ

ｍ ＝

ｍ

4

ｍ

ｍ ＝

ｍ

地方税を申告する場合、申告データを送信するすべての自治体と税目を、事前
に登録する必要があります。
「電子申告の達人」は、申告データ内の提出先自
治体情報を基に、自治体および税目を一括登録できます。
これにより、面倒な提出先自治体の登録を簡単な操作で行えます。

３．備考

○整形地の場合

無道路地にも対応

地積

無道路地の場合、正面路線を設定し通路幅を入力すると、通路が自動で表示
されます。
また、通路の面積も自動計算されます。

●

間口距離

②

ｍ

奥行距離

③

ｍ

セットバック部分の地積

④

㎡

評価対象地の測量図

「電子申告の達人」を利用して簡単操作で電子申告
●「財産評価の達人」
画面
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充実したエラーチェック
申告・申請等データを取り込む際にすべての項目をチェックし、エラーがあった
場合は取り込みを中止し、エラーログファイルを出力します。
検 知したエラーは、エラー項目やエラー理由などがわかりやすく記載（上限
1,000件）されるので、スムーズに修正できます。

図

宅地

地積

１０６,800 円（税抜き）

お客様が現在利用しているシステムで作成された申告・申請等データを電子申告データに変換して取り込みます。本オプションと「電
子申告の達人」を利用することにより、複数の提出先への提出や、大量の申告・申請書の提出をスムーズに電子申告で行うことが可
能になります。

●

（住居表示）

年間利用料

※1：ERPパッケージによっては、連動モジュールまたはデータの加工が必要です。
※2：管理情報ファイルとは、総括表や合計表に該当するものです。電子申告に必要な
情報を保有しています。
※3：明細ファイルとは、源泉徴収票（国税）や個人別明細（地方税）等に相当するも
のです。

申告・申請等データを取り込んだ後の作業は、
「電子申告の達人」で行います。
「電子申告の達人」は、電子申告データの確認から送信、受信確認までの一連
の作業を簡単操作でスムーズに行えます。

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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達人Cube
アカウント

月 額

「達人Cube」に同時にログインするアカウントの追加が可能

2,850 円（税抜き）～

「達人Cube」に付属している基本アカウント（無料）にアカウントを追加することで、より多くの

クラウドストレ～ジ

大切な情報資産をNTTグループが運営するデータセンターに安全に保管

月 額

5０0 円（税抜き）～

ログインIDやパスワードによる認証に加えて、インターネット回線による認証や端末認証など、

職員様が同時に「達人Cube」にログインできます。プログラムのアップデート等の「達人Cube」
で提供している機能を、同時に利用できるので、時間と手間のかかる作業を効率化できます。

より高度なセキュリティを実現したストレージサービスです。NTTグループが運営する国内最大
級のデータセンター
（お客様専用の保管領域）に、
インターネット経由でお手軽に保管が可能です。

「クラウドストレ～ジ」は、パソコンのほかに、Android端末やiPhone、iPad等のスマートフォ
ンやタブレットなど様々な端末でご利用いただけます。

製品の特長

製品の特長

利用者の情報の登録・変更が可能
利用者ごとにログインIDやメールアドレスの登録が可能です。
メールアドレスを登録し、メール配信設定を行うと、バージョンアップ情報などをメールで配信

信頼のデータセンターによる安心バックアップ
データセンターへのアップロード・ダウンロードを行う際は、TLS通信により暗号化されています。
アップロード時には、ウイルスチェックを都度行うので、常にセキュアな環境でご利用いただけます。

します。

常に最新環境で申告業務が可能

容量プランの充実ラインナップ

「達人Cube」にログインするとご利用いただける「アップデート」を使うと、DVDの到着を待た

お手軽な10GBから大容量の5TBまで、充実のラインナップを安価でご提供します。また、ログ
インIDは999個まで追加料金なしで作成・利用でき、ログインIDごとにアクセス権限などを設

ずに、常に最新プログラムのダウンロードが可能です。また、追加アカウントを利用すると、同
時に複数の職員がインストール作業を行うことが可能です。

定して管理できます。

申告書作成時等に必要な情報を取得可能
「達人Cube」にログインすると、たとえば、
「法人税の達人」では第六号様式や第二十号様式の
入力の際に税率表を、
「減価償却の達人」では減価償却資産明細の入力の際に耐用年数表を閲
覧することができます。また、
「データ管理の達人」で登録した事業者情報やマイナンバー等の
情報を各「業務ソフトウェア」に取り込むことも可能です。

簡単操作で安心アップロード・ダウンロード
● アカウント管理
● メール・FAX情報配信設定

インターネット回線であればどこからでもアクセス可能なオンラインストレージ領域、専用ツー
ルからのみアクセス可能なセキュリティバックアップ領域の2つのストレージ領域を、保管するお
客様の情報資産の種別により使い分けてご利用いただけます。

端末認証と回線認証による高セキュリティを実現

簡単操作でアップロード・ダウンロードが
可能です。

ログインIDとパスワードによる認証だけでなく、端末認証（認証された端末からのみアクセス可
能）または回線認証（認証されたフレッツ回線からのみアクセス可能）が加わり、セキュリティ性
が格段に向上します。なお、回線認証をご利用いただくには、フレッツ光もしくはコラボ光の契
約が必須となります。

報酬請求

税理士事務所の請求・入金管理を簡単処理

「達人Cube」には無料で使える便利機能が多数
最新プログラムへのアップデートをはじめとした、無料でご利用いただける機能も複数用意しています。

「法人税の達人」をはじめとする「申告書作成ソフト」の起動はもちろん、申
告書作成をサポートする「達人Cube」のさまざまな機能をワンクリックで起

税理士事務所の請求処理に不可欠な源泉税の集計・管理や入金消し込み処理も簡単な操作手順
で確実に行えます。

請求書・領収書の発行もスムーズ

動できます。また、製品のリリース情報やキャンペーン情報など、最新の情
報を常に確認できます。

顧問先元帳の画面で日々の業務を登録し、請求書・領収書の発行まで顧問先への請求・入金業
務を一連の流れで行えます。定期的に発生する業務は、全顧問先を一度に処理することも可能
です。

「達人シリーズ」のアップデート機能を提供
●

ランチャ機能

● アップデート

管理帳票も充実
「報酬請求」では、請求書や領収書だけでなく「請求一覧表」、
「入金一覧表」などの多様な管理
帳票もサポートしています。

ぐにインストールしたり、パソコンの入れ替えなど必要に応じて何度でも最
新のプログラムのインストールが可能です。

（作成できる帳票一覧）
顧問先元帳／請求書／領収書／宛名ラベル／請求一覧表／入金一覧表／未収金一覧表／売上高

情報コミュニティ

集計表／源泉税一覧表／支払調書

「情報コミュニティ」では、
「達人シリーズ」の各種マニュアルやお客様から寄

18

「報酬請求」は、顧問先元帳イメージの画面を再現し、日々の顧問先に対する請求・入金管理ま
での必要な作業を一貫処理が可能です。

製品の特長

「達人シリーズ」の起動に便利なランチャ機能や最新の情報を提供

せられたご質問と回答を集めた「よくあるご質問（FAQ）」を閲覧できます。
税理士事務所の業務・運営に役立つ情報も満載です。情報ポータルとしてお
役立てください。

950 円（税抜き）

税理士事務所で日々発生する請求・入金業務。

「申告書作成ソフト」をより便利にするツールとしてすべてのお客様に提供するオンライン税務サービス「達人Cube」では、

「アップデート」は、インターネット経由で「達人シリーズ」の最新のプログラ
ムをインストールできます。DVDの到着を待たず製品がリリースされたらす

月 額

電子ファイルでラクラク管理
●

マニュアル

● よくあるご質問
（FAQ）

作成した帳票は、顧問先や帳票ごとにPDFファイルやDocuWorksファイルとして保管・管理で
きます。
※PDFファイルを表示するためにはAdobe ReaderなどのPDF閲覧ソフトが必要です。
※
「達人シリーズ」がインストールされているコンピュータに「DocuWorks」
（バージョン8以降）
がインストールされている必要があります。

顧問先元帳のイメージが画面に表示されるので
入力も簡単です。

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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達人Cube
クラウドデスクトップ

いつものパソコン環境を「まるごとクラウド化」

月 額

12,5０0 円（税抜き）～

各個人のWindowsデスクトップ環境と、そのデスクトップ環境上で動作する税務申告ソリューション「達人シリーズ」を含む各種アプリケーションを、データ
センターに設置されたサーバーに格納し、インターネットに接続した端末から利用できるようにします。利用者は、いつでも、ノートパソコンやiPad等利用
する端末を選ばず、税理士事務所と同じデスクトップ環境で業務を進めることができます。

クラウド上のサーバーを活用したクライアント／サーバー環境のサポートや、事務所内の情報機器との連携により、お客様環境にあった形でのご利用が可能
です。

サービス仕様
お客様にご提供する仮想デスクトップの環境およびオプションサービスについては、以下のとおりです。

VM標準仕様

その他の仕様

OS

Microsoft Windows Server 2016 Standard
（Windows 10互換）

搭載ソフトウェア

以下のソフトウェアをインストールしてご提供します。
・ Microsoft Internet Explorer 11
・ ウイルスバスターコーポレートエディション
（トレンドマイクロ社）
・ 第五世代税理士用電子証明書 管理ツール
・ 申告書作成ソフト、達人Cube ※1
・ Microsoft SQL Server 2017 Express Edition
・ Microsoft Office Standard 2019 ※2
■バックアップ ※3
・ 個人ファイル領域（Hドライブ）、共有ファイル領域（Sド
ライブ）を日次で保存
■利用開始後のソフトウェアのアップデート
・ Windows Update
公開された更新プログラムを弊社にて検証し、仮想デ
スクトップに適用して問題ないことが確認できた更新プ
ログラムのみ自動更新されます。
・「達人シリーズ」および他のソフトウェア
お客様側で各自アップデートを行っていただきます。

その他

※1：
「申告書作成ソフト」については、過年度プログラムも含めてインストールいた
します。達人Cube
「ウイルス対策」については、仮想デスクトップ環境では「ウ
イルスバスターコーポレートエディション」がインストールされているため、イ
ンストールできません。
※2：ご注文いただいた場合にのみインストールいたします。なお、
「達人シリーズ」
でExcel形式のファイルでのインポート・エクスポート機能を利用される場合
は、必ずご契約ください。
※3：個人ファイル領域（Hドライブ）は、該当のVMのみアクセスできる領域です。
共有ファイル領域（Sドライブ）は各VMからアクセスできる領域です。

製品の特長

① 前提条件

・ 仮想デスクトップ環境には、Citrix社が提供する「Citrix Workspace
アプリ」を接続する端末にインストールして接続します。
「Citrix Workspace アプリ」について、2022年6月現在、弊社にて
動作を確認している環境は以下のとおりです。
Citrix Workspace
アプリバージョン

OS

ブラウザ

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Edge
Workspace アプリ
Microsoft Windows 10
Google Chrome
1912 LTSR
Microsoft Windows 11
Mozilla Firefox
Apple iOS

Workspace アプリ

－

※お客様の環境やOSの設定によっては上記のOSでも動作しない可能
性があります。
※Android OS搭載機器では、仮想デスクトップに接続することがで
きません。
・ 本サービス上に、追 加インストールできるソフトウェアおよび プリ
ンタドライバー等はCitrix社が提供する「XenDesktop 7.15」および

「Microsoft Windows Server 2016 Standard
（64ビット版）
（リモー
トデスクトップセッションホスト、ターミナルサービス）
」に対応してい
る前提となります。対応していない場合、正常に動作しない場合もし
くは障害の原因となる場合があります。

・ メンテナンス時や物理サーバー障害時は強制的にセッションが切断さ
れたりログオフされたりする場合があります。なお、再接続すれば復
帰できる構成となっています。

・ 本サービスにおいて、動画コンテンツを利用しネットワーク網が低帯
域の場合、描画や音声出力が劣化する場合があります。
・ 個人ファイル領域（Hドライブ）または共有ファイル領域（Sドライブ）

を削減・削除する際には作業手数料を頂戴いたします。
② 本サービス利用可能時間

セキュリティの確保・BCP対策の強化

本サービスは、24時間365日利用可能です。また、弊社がメンテナンス
作業を行う際は、お客様に事前に通知いたします。

仮想デスクトップ環境は、運用実績が豊富なNTTデータのデータセンター（国内）で運営されるため、堅牢なセキュリティを確保できます。また、ご利用の
端末内にデータが保存されないため、端末故障時には端末を交換することですぐに復元が可能です。万が一、端末が盗まれたり紛失した際の情報漏えいリ
スクを軽減できます。

OSやアプリケーション、作業データをまとめてデータセンターに保管しておくことで、BCP対策も強化できます。

税理士事務所の業務向けに最適化
国税・地方税の電子申告における電子署名に必要なICカードリーダライターを利用できます。

「達人シリーズ」の連動メーカを中心に、主要会計・給与ソフトについて動作検証をNTTデータが行うため、現在使用中のソフトが仮想環境で動作するか、
あらかじめ確認できます。

お客様にあわせて柔軟なシステム形態を構築
ファイルサーバーやプリンタなど、事務所内の情報機器との連携が可能です。
クラウド上のサーバーを活用したクライアント／サーバー環境の構築をサポートしているため、現在の税理士事務所のネットワーク環境を、そのままクラウ
ドに移行させることができます。
お客様のご利用形態に応じ、仮想デスクトップのスペック（CPU数、メモリ、ディスク容量）変更や、搭載アプリケーションの追加などが可能です。

ラインナップ
お客様にご提供するサービスラインナップについては、以下のとおりです。

①VM本体 ※1※2

② VM単位オプション
CPU数

メモリ

システム領域
（Cドライブ）容量

スタンダード

4vCPU

8GB

100GB

プロフェッショナル

8vCPU

16GB

200GB

グレード

※1：システム領域のうち、およそ30GBをOSが占有します。また、CPU数、メモリ、
システム領域（Cドライブ）の単体での変更はできません。グレードの変更が必
要になります。
スペックを上げる場合は、スペックを上げるご注文をお願いします。
スペックを下げる場合は、お手数ですが一度ご解約し、新たなVMをご注文く
ださい。
※2：10VM以上を一括でご注文いただく場合、ライセンスの調達が必要となり利用
開始日が遅れる可能性があります。

名称
個人ファイル領域（Hドライブ）
Microsoft Office Standard 2019

契約単位
20GB ※1
－

※1：上限は2TBまでとなります。

③ 事務所単位オプション
名称

契約単位

共有ファイル領域（Sドライブ）

50GB ※1

共有ファイル領域（アクセスライセンス）

VM数 ※2

※1：上限は2TBまでとなります。
※2：共有ファイル領域（Sドライブ）をご契約いただく場合、あわせて全VM台数分
の契約が必要となります。
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達人Cube
クラウドAP仮想化サーバー

「達人シリーズ」を「まるごとクラウド化」

月 額

16,0０0 円（税抜き）～

NTTデータのデータセンターで運用される仮想サーバーにインストールされた「達人シリーズ」を、インターネットを介して事務所内のクライアント端末で利

用できるサービスです。
「達人シリーズ」のアップデートや端末の入れ替えにかかる手間を大幅に軽減するだけでなく、業務データをセキュアに保てます。

サービス仕様
お客様にご提供する仮想サーバーの環境およびオプションサービスについては、以下のとおりです。

VM標準仕様
OS

Microsoft Windows Server 2016 Standard
（64ビット版）

搭載ソフトウェア

以下のソフトウェアをインストールしてご提供します。
・ Microsoft Internet Explorer 11
・ ウイルスバスターコーポレートエディション
（トレンドマイクロ社）
・ 第五世代税理士用電子証明書 管理ツール
・ 申告書作成ソフト、達人Cube ※1※2
・ Microsoft SQL Server 2017 Express Edition
・ Microsoft Office Standard 2019 ※3
■バックアップ ※4
・ 共有ファイル領域（Sドライブ）を日次で保存
■利用開始後のソフトウェアのアップデート
・ Windows Update
公開された更新プログラムは弊社にて検証します。仮
想サーバーに適用して問題ない更新プログラムを配信し
ますので、お客様側でダウンロード、インストールをお
願いします。
・「達人シリーズ」および他のソフトウェア
お客様側で各自アップデートを行っていただきます。

その他

製品の特長

その他の仕様

※1：
「申告書作成ソフト」については、過年度プログラムも含めてインストールいた
します。達人Cube「ウイルス対策」については、仮想サーバー環境では「ウイ
ルスバスターコーポレートエディション」がインストールされているため、イン
ストールできません。
※2：
「申告書作成ソフト」については、Professional Editionのご契約が必須です。
その他のグレードは動作対象外です。
※3：ご注文いただいた場合にのみインストールいたします。なお、
「達人シリーズ」
でExcel形式のファイルでのインポート・エクスポート機能を利用される場合
は、必ずご契約ください。
※4：共有ファイル領域（Sドライブ）は達人Cube「クラウドAP仮想化サーバー」を利
用する各ユーザからアクセスできる領域です。

クラウド上のサーバーにインストールされた「達人シリーズ」をアップデートするだけで、常に最新のプログラムを利用することが可能です。

業務データをセキュアな環境で運用
運用実績が豊富なNTTデータのデータセンター
（国内）で運営されるため、堅牢なセキュリティーを確保できます。

また、ご利用の端末にデータが保存されないため、端末故障時には端末を交換することですぐに復元が可能です。
万が一、端末が盗まれたり紛失した際の情報漏えいリスクを軽減できます。

また、プリンタ・複合機との連携が可能です。

「Citrix Workspace アプリ」について、2022年6月現在、弊社にて
動作を確認している環境は以下のとおりです。
OS

Citrix Workspace
アプリバージョン

ブラウザ

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Edge
Workspace アプリ
Microsoft Windows 10
Google Chrome
1912 LTSR
Microsoft Windows 11
Mozilla Firefox
Apple iOS

Workspace アプリ

－

※お客様の環境やOSの設定によっては上記のOSでも動作しない可能
性があります。
※Android OS搭載機器では、仮想サーバーに接続することができま
せん。
・ 本サービス上を介してプリンタを利用する場合、プリンタドライバーが、
Citrix社が 提 供する「XenDesktop7.15」および「Windows Server

2016 Standard
（64ビット版）
（リモートデスクトップセッションホスト、
ターミナルサービス）
」に対応しているか確認してください。

・ 対応していない場合、正常に動作しない場合もしくは障害の原因とな
る場合があります。

・ メンテナンス時や物理サーバー障害時は強制的にセッションが切断さ
れたりログオフされたりする場合があります。なお、再接続すれば復
帰できる構成となっています。
・ 会計・給与ソフトとデータを連動する場合は、ローカル端末にインス
トールされた会計・給与ソフトからデータ連動用の中間ファイルを出
力してください。

・ お客様保有のアプリケーションをインストールして利用することはでき
ません。
・ 共有ファイル領域（Sドライブ）を削減する際には作業手数料を頂戴い
たします。
② 本サービス利用可能時間
本サービスは、24時間365日利用可能です。また、弊社がメンテナンス

各端末に「達人シリーズ」をインストールする必要はありません。

国税・地方税の電子申告における電子署名に必要なICカードリーダライターを利用できます。

・ 仮想サーバー環境には、Citrix社が提供する「Citrix Workspace ア
プリ」を接続する端末にインストールして接続します。

「申告書作成ソフト」のインポート機能から、その中間ファイルを取り
込むことでデータを連動できます。

「達人シリーズ」をクラウド上に集約

税理士事務所業務向けに最適化

① 前提条件

作業を行う際は、お客様に事前に通知いたします。

ラインナップ
お客様にご提供するサービスラインナップについては、以下のとおりです。

①VM本体 ※1

② クライアント
アクセスライセンス
※2※3

CPU数

メモリ

システム領域
（Cドライブ）容量

推奨利用人数

プラン1

4vCPU

8GB

100GB

10名

プラン2

8vCPU

16GB

200GB

25名

5CAL

プラン3

12vCPU

24GB

300GB

40名

8CAL

プラン4

16vCPU

32GB

400GB

60名

グレード

※1：システム領域のうち、およそ30GBをOSが占有します。また、CPU数、メモリ、
システム領域（Cドライブ）の単体での変更はできません。グレードの変更が必
要になります。

ライセンス数

③ 共有ファイル領域
（Sドライブ）※4
契約単位
50GB
※4：共有ファイル領域（Sドライブ）の契約
は必須です。最低契約容量は50GB、
上限は2TBです。

10CAL
※2：利用する人数分のライセンス
契約が必須です。
※3：10ライセンス以上は、5ライ
センス 追 加ごとに13,500円
／月が加算されます。

④ 業務ソフト（オプション）※5
名称
Microsoft Office Standard 2019
※5：クライアントアクセスライセンスと同
数の契約が必須です。
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達人Cube
ウイルス対策

日本エフ・セキュア社のセキュリティ技術を採用

月 額

950 円（税抜き）

ファイル転送

機密データや大容量の電子ファイルを安全に転送

パソコンへのウイルス感染や不正侵入が原因で、気付かないうちにパソコン内の情報が外部に

電子メールに添付できない機密データや大容量のファイルを、メールに添付する感覚で顧問先と

て業務環境をインターネットに接続でき、情報の漏えい防止に役立ちます。

盗聴やウイルスなどによる情報漏えいリスクが大きく、顧問先の会計ソフトデータなどを添付す

漏えいする事故が急増しています。
「ウイルス対策」を利用すると、これらのインターネットの脅威からパソコンを守るので、安心し

ることは非常に危険です。また、電子メールに添付可能なファイル容量にも限りがあり、数MB

業も、業務にお使いのパソコンから安心してインターネットに接続できます。本機能を使って、
ウイルス対策の第一歩を踏み出すことで、税理士事務所・企業としての信頼感がより高まります。

程度のファイルでも添付できない場合があります。
その点、
「ファイル転送」を利用すると、情報漏えいの心配やファイルの容量を気にすることなく
顧問先とファイルの交換が行えるようになります。

製品の特長

製品の特長

ウイルス・不正侵入からパソコンを保護

暗号化による万全なセキュリティ

一度パソコンにインストールすると、特別な操作は不要です。ウイルス定義ファイルは1時間に1
回パターンファイルをインターネット経由で自動で参照・更新するので、常にパターンファイルを
最新に保つことができます。

電子メールに会計ソフトのデータなどの機密データを添付して送信すると情報漏えいのリスクが
生じますが、ファイル転送時の通信はすべて暗号化されるので、機密データを顧問先と安全に
交換でき、情報漏えいのリスクを回避できます。

低コストでウイルス対策を実現

大容量のデータもまとめて送信

「達人シリーズ」をご利用中のパソコンであれば、毎月定額料金で利用可能です。
市販のウイルス対策ソフトと同等の高い安全性が、低コストで実現します。

メールには添付できない大容量のデータの転送が可能です。あらゆる種類の電子ファイルを一度
に100MBまで転送できます。また、一度に転送できるファイル数に制限はありません。
これまでUSBメモリなどの媒体にデータを保存し送付していた手間やコストを軽減することが可
能になります。

パターンファイルは最新ですか？契約は切れていませんか？
市販のウイルス対策ソフトは、年間更新などが必要になり、更新を忘れてしまうとパターンファ

イルを最新にすることができなくなってしまいます。
達人Cube
「ウイルス対策」は、契約更新など煩わしい手続きなしに利用を続けることができます。

メール感覚の簡単操作
新種ウイルスへの対応も迅速です。

アララ社のセキュリティ技術を採用

950 円（税抜き）～

安全かつお手軽に交換できます。
一般的に、電子メールに電子ファイルを添付して送信することは、アドレス間違いによる誤送信、

これまで、ウイルス感染などを避けるためインターネット利用を制限していた税理士事務所・企

個人情報ファイル検索

月 額

月 額

950 円（税抜き）

情報の漏えい対策は、パソコン内の「どこに」
「どんな」情報があるのかを把握するところから
始まります。
「個人情報ファイル検索」は、事務所内のパソコンに保存されたファイルを検索し、
人名や住所、電話番号、メールアドレスはもちろん、マイナンバーを含むファイルの所在まで特定・
一覧化することにより、重要な情報の漏えいを防止します。

電子メールに添付できない機密データや
大容量の電子ファイルを安全に転送できます。

ドラッグ&ドロップの簡単な操作で転送ファイルを選択でき、今お使いのメールソフトのような
感覚でご利用いただけます。

AI-OCR

AI inside社のAI-OCRツール「DX Suite」の技術を活用したOCRソリューション

月 額

7,500 円（税抜き）～

顧問先から収集した手書きの年末調整書類をOCR読み取りし、
「年調・法定調書の達人」に自
動転記することができる機能です。毎年の年末調整業務（特に入力部分）の効率化を実現します。
AI inside社のAI-OCRツール「DX Suite」の技術を活用し、高精度・高速度の読み取りを実現
しています。

導入実績10年連続No.1を誇る個人情報検出ソフト「P-Pointer」
（アララ社）の技術を採用し、
目視確認では実現できなかった、迅速かつ精緻な検出を実現します。

製品の特長

製品の特長

作業時間の大幅削減
当社が独自に規定する専用帳票「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」
、
「給与所得者の保
険料控除申告書」にて情報を収集し、本機能で読み取り、変換したデータはワンクリックで「年
調・法定調書の達人」に取り込めますので、手入力に要していた時間を大幅に削減できます。

設定不要のシンプルな操作
監査条件などの初期設定が不要であるため、導入後すぐに監査を実行できます。実行画面も非
常にシンプルで、操作に戸惑うことがありません。

初期設定不要

低コストでセキュリティ対策を実現

初期設定は不要ですので、すぐに読み取りが可能です。
※
「年調・法定調書の達人」の契約が別途必要となります。なお、本機能は「年調・法定調書の
達人（令和03年分版）」以降のプログラムから全グレードで利用可能です。
※専用帳票をスキャンする複合機はお客様ご自身でご準備いただく必要があります。

定額料金の範囲内で何台でも利用できるため、従業者の多い事務所でも安心してご利用いただ
けます。重要な情報を取り扱うすべての従業者に対して定期的な監査の機会を与えられるため、
セキュリティ意識の向上にも役立ちます。

高い読み取り精度
監査実行中も結果がタイムリーに確認できます。

24

読み取り精度の高いAI inside社のAI-OCRツール「DX Suite」の技術を採用しているため、読
み取り結果の誤りを修正する手間はほとんどありません。
※本機能はAI inside社のクラウドサービスを利用します。読み取った個人情報は外部のデータ
センター（アマゾンウェブサービス（AWS）
）に保管されます。保管された個人情報をAWSが
使用することはありません。

当社が独自に規定する専用帳票を
顧問先から収集し、OCR読み取りします。
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達人Cube
仮想化対策

月 額

仮想化環境での運用もしっかりサポート

9,500 円（税抜き）

仮想化環境は、ITインフラ環境にかかるコストの削減やシステム部門の負担軽減、セキュリティの向上などさまざまなメリットがあることから、昨今、企業や

大規模税理士事務所で導入が進んでいます。こういった時代のニーズに合わせ、アプリケーションの仮想化やデスクトップの仮想化といった仮想化環境上で、
「達人シリーズ」をご利用いただくために必要なサービスが「仮想化対策」です。

データ収集・配信

月 額

申告・会計業務に必要な顧問先の資料の収集・収集状況の管理

5,000 円（税抜き）～

申告・会計業務において顧問先からの資料収集は要となる作業であると言われています。近年、
ペーパーレス化による効率化等で従来の紙からデータによる収集が拡大しつつあります。データ
での収集により保管スペースの問題や検索性が改善される一方、その一覧性・整然性の確保や
送受信時の安全性などが問題となります。また、紙とデータの混在による資料の管理が新たな

問題ともなります。本サービスは、これらの課題を解決すべく、顧問先への資料の送付依頼、デー

タまたは紙による収集、資料収集状況の管理とデータの保管をセキュアな環境で実行・管理で
きます。
製品の特長

顧問先の資料収集に係る作業時間を削減
必要な資料の収集を、税理士事務所と顧問先との間でオンラインで行います。データで収集で
きる資料は、達人Cubeセンターにアップロードしていただくことになりますので、都合のよいタ
イミングで提出が可能となり、手渡しや郵送のために必要な時間を削減することができます。ま

仮 想 化

た、紙で収集する資料も含めて各顧問先の収集状況をで一元管理し、タイムリーに確認できる
ので、収集作業における対応漏れも防止できます。

環境とは…

サーバー上に複数のクライアント端末の環境や共有で利用するアプリケーションを用意して、その環境をユーザのパソコンから利用させることによ
り、事務所内のパソコン環境の一元管理が可能になる仕組みです。

ITインフラ環境の最適化・コスト削減

情報漏えいやウイルス感染等のリスクを回避

複数のサーバー環境を統合したり、利用環境に応じて
使い分けていたクライアント端末を1台にまとめられる
ので、ITインフラ環境の最適化・コスト削減が図れます。

事務所内の大切な情報資産をサーバー上で一元管理で
きるので、各クライアント端末からの情報漏えいやウ
イルス感染等のリスクを回避できます。

システム部門の負担を軽減

パンデミック対策に有効

サーバー上で事務所内のシステム環境を一元的に運

データセンター等を利用した仮想化環境を構築するこ
とにより、BCP（事業継続計画）やディザスタリカバリ
（災害復旧）、パンデミック対策に有効です。

導入
メリット

用・管理が可能になるので、各クライアント端末の運
用・管理にかかる手間を軽減します。

アクセス制御も可能
顧問先単位に事務所の職員のアクセス権限を設定することができます。また、いつ、どのアカ
ウントを利用してどのデータに対して処理を行ったか確認できるアクセスログの取得が可能です。

信頼のデータセンターによる万全なセキュリティ

各顧問先の資料の収集状況を確認できます。

アップロードされた顧問先の大切な資料は、NTTデータが運営するデータセンターでお預かり
しますので、堅牢なセキュリティを確保したうえで資料を安全かつ永続的に保管できます。また、
資料のやり取りをオンラインで行うので、郵送や手渡しによる紛失リスクも回避できます。

容量プランの充実ラインナップ
達 人Cubeセンター内の領域をデータ保管領域としてご 利用いただきます。必要な容量は、
25GB単位でお申し込み可能なので、利用状況にあわせた最適なプランを選べます。また、顧
問先が本機能を利用するためには顧問先用のアカウントが必要です。顧問先用のアカウントにつ
いては、追加料金の必要はなく、税理士事務所側で作成・配布することができます。

対応している仮想化環境
「達人シリーズ」では、以下の製品／サービスで構成される仮想化環境に対応しています。
（2021年1月現在）
■アプリケーション仮想化
製品／サービス
Citrix XenApp 7.15LTSR
Microsoft リモートデスクトップサービス
RemoteApp

サーバー環境（OS）

クライアント環境

Windows Server 2016

Citrix Workspace app 19.12.2000 for Windows

Windows Server 2016

リモートデスクトップ接続クライアント

Windows Server 2012 R2

リモートデスクトップ接続クライアント

Windows Server 2012

リモートデスクトップ接続クライアント

仮想基盤

クライアント環境

Citrix XenDesktop 7.15LTSR

VMware ESXi 6.0
（vCenter6.5）

Citrix Workspace app 19.12.2000 for Windows

Citrix XenDesktop 7.6LTSR

VMware ESXi 6.0
（vCenter6.5）

Citrix Workspace app 19.12.2000 for Windows

Windows Server 2016 Hyper-V

リモートデスクトップ接続クライアント

Windows Server 2012 R2 Hyper-V

リモートデスクトップ接続クライアント

Windows Server 2012 Hyper-V

リモートデスクトップ接続クライアント

Microsoft リモートデスクトップサービス
仮想デスクトップ

達人トータルサポート

システム構築・システム保守など、IT環境に関することは達人にお任せください。
製品・サービス

■デスクトップ仮想化
製品／サービス

税理士事務所のIT環境のお悩み、すべて解決します！

※仮想デスクトップOSについては、サーバー環境の仮想基盤のシステム要件および「達人シリーズ」の動作環境に準じます。
■ご利用にあたっての注意事項
・上記の仮想化環境以外で「達人シリーズ」のご利用をご検討のお客様は、必ず事前に「達人インフォメーションセンタ」までお問い合わせください。
・上記の仮想化環境で、リモート接続した状態で「申告書作成ソフト」をご利用になる場合は、
「仮想化対策」と「Professional Edition」のご契約が必要に
なります。また、そのご契約単位については、34ページの「ご購入の流れ・ご購入に関する注意事項」ご契約単位についてをご確認ください。
・上記の仮想化環境において、
「達人Cube」の一部機能のご利用について、動作制限や動作対象外になるものがあります。
詳細はWEBサイト（https://www.tatsuzin.info）をご確認ください。

税理士事務所業務向けのソフトウェアを各種取り揃えております。
販売だけでなく、インストールなどのサービスもご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
ソフトウェア（アライアンス製品）

パソコン・サーバー

オフィス・文書作成ソフト、文書管
理ソフト、セキュリティソフト、遠
隔サポートツールなど

パソコン・サーバー、パソコン周
辺機 器（ICカードリーダ、外付け
HDD、UPS）など

プリンタ・複合機
プリンタ、複合機、ドットプリンタ、
スキャナ、プリンタ周辺機器など

ネットワーク

消耗品・その他

LAN、インターネット接続など

プリンタトナー、インクリボンなど

システム構築
ハード・ソフト・ネットワーク・OAなど、何でもご相談ください。
提示されたお見積書を見て、
「もう少し機器の設定費を抑えたい」と感じたご経験はありませんか ？
弊社では汎用品を活用することでコストを抑えつつ、お客様の立場に立った視点で課題・ニーズを分析し、目的にあったシステムをご提供します。
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料金表
申告書作成ソフト ご利用料金

※ 表示価格は年間利用料（税抜き）です。

Professional Edition

プロフェッショナル・エディション
データ連動
ネットワーク接続
限定機能

インストール
台数
無制限

パソコン複数台で同時に作業を行うお客様向け

Standard Edition

スタンダード・エディション
データ連動
ネットワーク接続
限定機能

インストール
台数
1台のみ

パソコン1台で
データ連動をご希望のお客様向け

カスタマイズオプション ご利用料金
オプション名

Light Edition

ライト・エディション

※ 表示価格は年間利用料（税抜き）です。

年間利用料

一括処理 ※1

100,000円

（「所得税の達人」カスタマイズオプション）

データ連動
ネットワーク接続
限定機能

インストール
台数
1台のみ

パソコン1台で作業を行うお客様向け

かげ地割合計算 ※2

13,500円

移転価格文書化 ※3

100,000円

外部連携 ※4

106,800円

（「財産評価の達人」カスタマイズオプション）

（
「申請・届出書の達人」カスタマイズオプション）

ダウンロード版

パッケージ版

ダウンロード版

パッケージ版

ダウンロード版

パッケージ版

法人税の達人

55,900円

58,700円

37,100円

39,900円

24,700円

27,500円

減価償却の達人

51,900円

54,700円

32,300円

35,100円

14,200円

17,000円

消費税の達人

31,900円

34,700円

17,100円

19,900円

9,500円

12,300円

内訳概況書の達人

39,900円

42,700円

21,900円

24,700円

11,400円

14,200円

所得税の達人

51,900円

54,700円

32,300円

35,100円

14,200円

17,000円

年調・法定調書の達人

39,900円

42,700円

21,900円

24,700円

11,400円

14,200円

相続税の達人

39,900円

42,700円

21,900円

24,700円

ー

贈与税の達人

25,200円

28,000円

13,200円

16,000円

ー

財産評価の達人

39,900円

42,700円

21,900円

24,700円

ー

事業所税の達人

52,300円

55,100円

32,300円

35,100円

ー

33,900円

36,700円

22,800円

25,600円

ー

グループ通算の達人［通算処理用］※1

142,800円

145,600円

ー

ー

グループ通算の達人［個社処理用］※２

56,100円

58,900円

ー

ー

データ管理の達人 ※３

49,800円

ー

ー

電子申告の達人 ※３

36,000円

ー

ー

申請・届出書の達人

12,000円

（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）

※1：
「所得税の達人」の契約が別途必要となります。
なお、本オプションは「所得税の達人（平成28年分版）」以降のプログラムから全グレードで利用可能です。
※2：
「財産評価の達人」の契約が別途必要となります。
なお、本オプションは「財産評価の達人（平成31年分以降用）」以降のプログラムから全グレードで利用可能です。
※3：
「申請・届出書の達人」の契約が別途必要となります。
なお、本オプションは「申請・届出書の達人（平成28年度以降用）」以降のプログラムから全グレードで利用可能で
す。
作成した各文書は、電子申告（e-Tax）での提出が義務付けられています。電子申告（e-Tax）を利用するには、
「電
子申告の達人」の契約が別途必要となります。
※4：
「電子申告の達人」の契約が別途必要となります。
利用条件は以下のとおりです。利用条件を超えてのご利用を希望される場合は、各区分ごとに制限解除することで、
利用が可能です。
区分ごとに解除費用が異なりますので、お問い合わせください。
また、
「1利用者ID」とは、地方税電子申告（eLTAX）を利用する利用者ごとに交付される利用者IDを指します。
「④投資信託等」をご利用の場合は、別途初期導入費がかかります。詳細は、お問い合わせください。
区分

① 給与

機能名

利用条件

明細数：
法定調書（給与所得の源泉徴収票等）
【国税】 10,000人まで
給与支払報告書等【地方税】
会社数：
1社（1利用者ID）処理

② 償却資産

償却資産申告書【地方税】

明細数：
100,000件まで
会社数：
1社（1利用者ID）処理

③ 保険、公的年金

法定調書（保険・年金）
【国税】
公的年金等支払報告書【地方税】

明細数：
5,000人まで または 5,000件まで
会社数：
1社（1利用者ID）処理

④ 投資信託等

銀行支店数：
源泉所得税徴収高計算書、金融所得課税＋ダ
100支店まで
イレクト納付【国税、地方税】
証券支店数：
申請・届出書（NISA）
【国税】
50支店まで

⑤ 証券、銀行

法定調書（証券・銀行）
【国税】

明細数：
5,000人まで または 5,000件まで
会社数：
1社（1義務者）処理

ー

ー

※1：
「グループ通算の達人［通算処理用］」をご契約のお客様は、
「連結納税の達人［連結処理用］
」もご利用いただけます。
※2：
「グループ通算の達人［個社処理用］」をご契約のお客様は、
「連結納税の達人［個社処理用］
」もご利用いただけます。
※3：
「データ管理の達人」、
「電子申告の達人」は、ダウンロード版のみの提供となります。
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料金表
達人Cube ご利用料金

※ 表示価格は月額利用料（税抜き）です。

基本機能

クラウドストレ～ジ ※1
名称

月額利用料

達人Cubeポータル

契約単位
無料

情報コミュニティ、Cubeデータベース、

無料

アップデート、その他ツール、ヘルプデスクツール

アカウント
契約単位

月額利用料

基本アカウント
（基本アカウント数は、5アカウントです。
）

クラウドデスクトップ
月額利用料

10GB

500円

25GB

1,200円

50GB

2,400円

100GB

4,800円

クラウドAP仮想化サーバー

① VM本体 ※1※2
グレード

① VM本体 ※1
CPU数

システム領域
メモリ
（Cドライブ）容量

プラン1

4vCPU

8GB

100GB

16,000円

プロフェッショナル

8vCPU 16GB

200GB

15,000円

プラン2

8vCPU

16GB

200GB

20,000円

プラン3

12vCPU

24GB

300GB

24,000円

プラン4

16vCPU

32GB

400GB

30,000円

※1：システム領域のうち、およそ30GBをOSが占有します。スペックを上げる場合は、
スペックを上げるご注文をお願いします。スペックを下げる場合は、お手数ですが
一度ご解約し、新たなVMをご注文ください。
※2：10VM以上を一括でご注文いただく場合、ライセンスの調達が必要となり利用開始
日が遅れる可能性があります。

② VM単位オプション

500GB

23,000円

個人ファイル領域（Hドライブ）

追加10アカウント（合計15アカウント）

4,750円

1TB

40,000円

Microsoft Office Standard 2019

追加15アカウント（合計20アカウント）

6,200円

2TB

12,400円

※ 合計50アカウントを超える場合は、25アカウント追加ごとに4,750円／月が加算さ
れます。

支援ツール

契約単位

月額利用料

20GB ※1

1,400円

－

1,200円

※1：上限は2TBまでとなります。

165,000円

データ収集・配信 ※1
名称

名称

③ 事務所単位オプション

※1：回線認証をご利用になるには、フレッツ光もしくはコラボ光の契約が必須となりま
す。また、本オプションのご注文時に回線契約ID（CAFまたはCOPで始まるID）を
弊社に提示していただく必要があります。回線契約IDは、フレッツ光ご契約時に
NTT東日本／ NTT西日本より送られているご案内文書等の「お客様ID」欄に記載
されています。

月額利用料

契約単位

月額利用料

名称
共有ファイル領域（Sドライブ）

共有ファイル領域（アクセスライセンス）

契約単位
50GB ※1

VM数 ※2

950円

ウイルス対策

950円

個人情報ファイル検索

950円

ファイル転送 ※1

950円

仮想化対策

9,500円

AI-OCR ※2※3

7,500円

※1：1契約につき20顧問先に対してファイル転送を行えます。
※2：1契約につき7,500項目読み取ることができ、翌月への項目数の繰り越しはできま
せん。なお、本機能はAI inside社のクラウドサービスを利用します。読み取った
個人情報は外部のデータセンター（アマゾンウェブサービス（AWS））に保管されま
す。保管された個人情報をAWSが使用することはありません。
※3：
「年調・法定調書の達人」の契約が別途必要となります。なお、本機能は「年調・
法定調書の達人（令和03年分版）」以降のプログラムから全グレードで利用可能で
す。
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25GB

5,000円

※1：最低契約容量は25GBです。25GBを超える容量のご契約については、25GBごと
に5,000円／月が加算されます。なお、容量に上限はありません

※1：システム領域のうち、およそ30GBをOSが占有します。スペックを上げる場合は、
スペックを上げるご注文をお願いします。スペックを下げる場合は、お手数ですが
一度ご解約し、新たなVMをご注文ください。

② クライアントアクセスライセンス ※2※3
ライセンス数

月額利用料

5CAL

13,500円

8CAL

21,600円

10CAL

27,000円

月額利用料

3,600円
300円

※2：利用する人数分のライセンス契約が必須です。
※3：10ライセンス以上は、5ライセンス追加ごとに13,500円／月が加算されます。

③ 共有ファイル領域（Sドライブ）※4

※1：上限は2TBまでとなります。
※2：共有ファイル領域（Sドライブ）をご契約いただく場合、あわせて全VM台数分の契
約が必要となります。

契約単位

月額利用料

3,600円

50GB

④ 作業手数料
報酬請求

月額利用料

12,500円

2,850円

追加45アカウント（合計50アカウント）

システム領域
（Cドライブ）容量

100GB

追加5アカウント（合計10アカウント）

5TB

メモリ

8GB

9,600円

8,600円

CPU数

4vCPU

200GB

追加25アカウント（合計30アカウント）

グレード

スタンダード

無料

70,000円

月額利用料

名称
個人ファイル領域、共有ファイル領域
（H、Sドライブ）削減・削除
その他運用・保守作業

契約単位
作業1回あたり

月額利用料

8,500円

※4：共有ファイル領域（Sドライブ）の契約は必須です。最低契約容量は50GB、上限は
2TBです。

④ 業務ソフト（オプション）※5
名称

作業1回あたり

月額利用料

個別見積

1,200円

Microsoft Office Standard 2019
※5：クライアントアクセスライセンスと同数の契約が必須です。

⑤ 作業手数料
名称

契約単位

月額利用料

共有ファイル領域（Sドライブ）削減

作業1回あたり

8,500円

その他運用・保守作業

作業1回あたり

個別見積

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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ご購入前によくあるご質問

サポート
ご購入前やご購入後のお客様が、快適に「達人シリーズ」をご利用いただけるよ

うさまざまなサポートを用意しています。お気軽にお問い合わせください。

オンラインヘルプ

購入前

購入後

製品版・体験版ともオンラインヘルプから、自動的に計算を行う項目の演算
式、作成できる帳票、作業の流れなどを確認できます。

税制改正等の対応について
利用期間中に制度改正や法的基準の変更があった場合は、
税制改正プログラムを提供いたします。（追加費用はかか

情報コミュニティ

りません。）

ダウンロード版をご契約のお客様はもちろん、パッケージ

Q
A

購入後

購入前

一部の機能において利用制限があります。
詳細は、15ペ ー ジ お よ びWEBサイト
（https://www.tatsuzin.info）
をご確認ください。
Q

会計・給与データは新規で入力し、パソコン1台でご利用いただく

お客様用

A

詳細は、5ページのグレード別比較表をご確認ください。

購入後

Q
A

ご購入時の導入のご相談やご購入後の契約追加・変更について承ります。
また、体験版の操作方法に関しても「達人インフォメーションセンタ」にてご
案内いたします。

0120-554-620

グレードによって作成できない帳票はありますか?

Q

「法人税の達人」と「所得税の達人」以外の「申告書作成ソフト」で
は、作成できる帳票はグレード共通です。「法人税の達人」と「所得
税の達人」では、Professional EditionとStandard Editionでのみ、
作成できる帳票は共通です。Light Editionでは、一部対応していな

A

購入前

金曜まで開催しています。
本説明会では、
「達人シリーズ」の操作方法を特約店担当者から詳細に説明
いたします。ご購入前・ご購入後のお客様問わず、どなたでもご利用いただ
けます。インターネットからお申し込みが可能です。

下記のサービスが対象です。
・弊社購入手続き完了日から翌年の同月末日まで（以降、
「利用期間」

A

ダウンロード版・パッケージ版とも、お申し込み確認日から5営業日
以内にご利用案内およびライセンス証書などをお送りさせていただ
きます。ご利用開始はライセンス証書到着後となります。

発生した場合の最新プログラムの提供
・ヘルプデスクサービス（お電話等での操作サポート）

Q

支払い方法を教えてください。

A

下記のいずれかとなります。

・初期導入時および税制改正時などの製品DVDなど部材の提供
（パッケージ版のみ）

申告書作成ソフト

Q

利用期間中に税制改正があった場合はどうなるのですか?

銀行振込

商品到着後別途請求書をお送りいたします。
請求書到着後2週間以内にお振り込みください。

A

利用期間中に税制改正があった場合は、税制改正後の最新のプログ
ラムを提供いたします。（追加費用はかかりません。）

代金引換

商品到着時に現金でお支払いください。

達人Cube

達人Cube「アップデート」から最新のプログラムと「情報コミュニ
ティ」からマニュアルのダウンロードが可能です。
た、パッケージ版をご契約のお客様には、別途DVDおよびマニュア

口座振替

ル冊子をお送りいたします。

購入後

スは「達人シリーズ」の年間利用料に含まれているので、お問い合わせには
追加費用はかかりません。

【お問い合わせ方法】

Q

ダウンロード版とパッケージ版の違いは何ですか?

A

■ダウンロード版

口座振替依頼書をお送りしますので、振替口座をご指
定ください。口座の設定が完了するまでは、請求書を
お送りいたします。

※ご契約いただく特約店により異なる場合があります。
Q

インターネット接続している方のみご利用いただけます。
初期導入時はインターネット経由ではなく「達人Cube」
DVDから行
い、
「申告書作成ソフト」などのインストールは達人Cube「アップデー
ト」から行います。製品DVD、マニュアル冊子などの部材を省いて
いるため、パッケージ版よりお安く提供しています。
※マニュアルは達人Cube「情報コミュニティ」から印刷・閲覧が可能
です。

・お電話 ・メール（
「達人Cube」から送信が可能です。） ・FAX

しています。ご購入前・ご購入後のお客様問わず、どなたでもご利
用いただけます。

A

お客様からよくお問い合わせのある質問について、Q&A形式で確認でき
ます。

い合わせ窓口です。
「達人シリーズ」のインストール方法や初期導入時に必要なSQL Serverのイ
ンストール方法など専門スタッフが親切・丁寧に対応いたします。本サービ

「達人シリーズ」特約店では、特約店担当者による個別説明会を実施

注文してからどれくらいで使えますか?

○よくあるご質問（FAQ）

ご購入後のお客様のみご利用いただける操作説明・設定などの専用のお問

導入前に実際に操作を見ることはできますか?

Q

URL:https://www.tatsuzin.info

達人ヘルプデスク

「報酬請求」で入力したデータは引き続き製品版でご利用いただけ
ます。

年間利用料とは何ですか?

とする）のソフトウェア利用権
・利用期間中に税制改正対応や機能追加等によるバージョンアップが

【インターネットからのお申し込み】

「申告書作成ソフト」
（
「データ管理の達人」を除く）および達人Cube

Q

購入後

「達人シリーズ」特約店では、
「達人シリーズ」の個別説明会を毎週月曜から

体験版で入力したデータは製品版で利用できますか?

詳細は、32ページの個別説明会をご確認ください。

い帳票があります。

【受付時間】
9:00 ～12:00 ／13:00 ～17:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

個別説明会

達人Cube

能などの限定機能がご利用いただけます。

ウンロードできます。

達人インフォメーションセンタ

また、PDF出力機能、業務エラーチェック、DocuWorks出力機

■ Light Edition（ライト・エディション）

の詳細な利用方法、電子申告、連動コンポーネントなどのマニュアルもダ

申告書作成ソフト

他の「申告書作成ソフト」や会計・給与ソフトとのデータ連動と
ネットワーク接続をご希望で、複数台のパソコンでご利用いただく

また、PDF出力機能、業務エラーチェック、DocuWorks出力機

パッケージ版の方にお送りしているマニュアル冊子のほか、
「達人シリーズ」

体験版と製品版の違いは何ですか?

最新年度、最新プログラムでProfessional Editionと同等の機能
がご利用いただけます。なお、帳票を印刷すると
「SAMPLE」と印
字されますので、実際に提出はできません。また、体験版では達
人Cube
「アップデート」でインストールを行いますので、インター
ネット環境が必須です。

他の「申告書作成ソフト」や会計・給与ソフトとのデータ連動のみ
をご希望で、パソコン1台でご利用いただくお客様用

○マニュアル

ドが可能です。）

A

■ Standard Edition（スタンダード・エディション）

記載したマニュアル冊子をお送りいたします。（マニュアル

冊子は、達人Cube「情報コミュニティ」からもダウンロー

てグレードの選択が可能です。

能などの限定機能がご利用いただけます。

その他、
「達人シリーズ」
、
「達人トータルサポート」の各製品・サービスの情
報のみならず、税理士事務所の業務・運営に役立つ情報を公開しています。

また、パッケージ版の方へはDVDおよび改正内容項目を

「申告書作成ソフト」はお客様の事務所の規模やご利用形態に合わせ

お客様用

「よくあるご質問（FAQ）
」が閲覧可能です。

アップデートが可能です。

Q

■ Professional Edition（プロフェッショナル・エディション）

各種マニュアルのダウンロード、お客様から寄せられるご質問と回答を集めた

版をご契約のお客様も達人Cube「アップデート」をご利用
いただくことで、プログラム公開日に最新プログラムへの

グレードの違いは何ですか?

■パッケージ版
初期導入時および税制改正時等に「申告書作成ソフト」のDVDなど
をお送りいたします。また、インターネットに接続していればダウン
ロード版でご利用いただける達人Cube「アップデート」もご利用いた
だけます。製品DVDなど部材をお手元に保管しておきたい方やイン

A

電子申告をするにはどのようにすればいいですか?
「法人税の達人」など電子申告に対応した「申告書作成ソフト」と「電
子申告の達人」を組み合わせると電子申告が可能です。
詳細は、14ページをご確認ください。

Q
A

2年目以降も使うにはどうしたらいいですか?
「申告書作成ソフト」の利用期間は1年間です。
2年目以降もご利用いただくにはご更新手続きが必要です。
利用期間満了の約1か月前に弊社から連絡いたします。
※ご契約いただく特約店により異なる場合があります。

ターネット接続していない方にお勧めです。
購入前

32

購入前にご利用いただけるサポート ／

購入後

購入後にご利用いただけるサポート

このほかにもWEBサイト（https://www.tatsuzin.info）でよくあるご質問を公開中です。

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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ご購入の流れ・ご購入に関する注意事項
ご購入の流れ

ご購入に関する注意事項

「達人シリーズ」は、以下の流れでご購入が可能です。

また、
「達人シリーズ」特約店ではお客様の業務スタイルに合わせたプランの提
案や導入までの支援など、
「達人シリーズ」以外のご相談・ご購入も可能です。
（特
約店により、サポートの内容・範囲は異なります。
）特約店の詳細は、WEBサイ
トをご確認ください。
STEP

01

動作環境

● ご購入商品の選択

■ 申告書作成ソフト
ご利用になる商品をお選びください。

■ 申告書作成ソフト
●

下記のサービスが対象です。
・弊社購入手続き完了日から翌年の同月末日まで（以降、
「利用期間」とする）

お客様の業務スタイルに合わせて「申告書作成ソフ

ト」にプラスしてご利用いただけます。
※無料機能はお申し込み不要です。

02

●

お申し込み
インターネットまたはFAXからお申し込みが可能です。

【インターネットからのお申し込み】
URL:https://www.tatsuzin.info
【FAXからのお申し込み】
専用用紙をお送りください。専用用紙は、
「達人イン

フォメーションセンタ（TEL：0210-554-620）
」まで
ご請求ください。

STEP

03

●

商品の到着
お申し込み確認日から5営業日以内にライセンス証書
および「達人Cube」
DVD等をお送りいたします。

（
「申告書作成ソフト」のパッケージ版をお申し込みの
お客様には、製品DVDも同封いたします。）
※銀行振込の際の請求書は後日お送りいたします。

Microsoft SQL Server 2019 ※1

※Microsoft Windows RT 8.1は、動作対象外です。

上記日本語OSが推奨するメモリ ／ CPU

み）

● ハードディスク

契約更新について（※）

空き容量500MB以上

料金形態について（※）

※インストール時の空き容量を含みます。
※データ領域は別途必要です。
※データベースのインストールには別途空き容量6.0GB以上が必要です。

■ 達人Cube
●

● ディスプレイ

本体に接続可能で、上記日本語OSに対応したディスプレイ
（解像度：1024×768ドット以上）

提供について

「情報コミュニティ」
「アップデート」
「オンラインサポート」などの「達人Cube」
の基本となる機能を1つにまとめたサービスです。
「達人シリーズ」をご利用いた
だく上で便利な各種プログラム・機能や情報は、すべて「達人Cube」から提供
いたします。お客様から特別なお申し出がない限り、
「申告書作成ソフト」をご
契約いただくすべてのお客様に無料で提供いたします。
各種機能について
無料でご利用いただける機能はお申し込み手続きは不要です。

● ブラウザ

Microsoft Edge

Google Chrome
※最新のバージョンをご利用ください。

●

● 追加アカウントについて
「達人Cubeポータル」には基本アカウントが5つ無料で付属されますが、追加ア
カウントをお申し込みいただくことで、
「達人Cube」の各機能を複数の職員が
同時に「達人Cube」をご利用いただけます。
なお、合計50アカウント（追加45アカウント）まで段階的に用意しております

が、アカウント数は無制限ですので、合計50を超える追加アカウントが必要な
お客様は「達人インフォメーションセンタ」までお電話等にてお問い合わせくだ
さい。

料金形態について
「達人Cube」の有料オプションは月額払いのみとなります。

04

●

ご利用開始
各製品インストール後、ご利用可能となります。

【ご契約に関するお問い合わせ】
「達 人 イ ンフォメ ー ション センタ
（TEL:0120-554」
までお問い合わせください。
620）
【操作方法に関するお問い合わせ】
「達人ヘルプデスク」までお問い合わせください。

お困りのことはございませんか？
WEBサイトで、ご質問にお答えしています。
「達人シリーズ」のご購入前や、ご利用の際によく寄
せられるご質問を、オフィシャルサイトでQ&A方式で
お答えしています。
詳細はWEBサイト（https://www.tatsuzin.info）をご確認ください。
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最低利用期間はお申し込み月を含め4か月です。

■ 表示価格について

● インターネット接続環境

ブロードバンド接続
（ISDNや一部のCATV回線接続ではご利用いただけない場合があります。
）

● プリンタ

上記日本語OSに対応したレーザプリンタ

● マウス ／ キーボード

上記日本語OSで使用可能なマウス ／ キーボード

税抜き表示です。別途消費税がかかります。

● 日本語変換システム

■ ご契約単位について

上記日本語OSに対応した日本語変換システム

Edition ／ Light Edition」は1台のみのインストールが可能となります。
仮想化環境上でリモート接続して「達人シリーズ」をご利用いただく場合、その
特殊な利用を鑑み、ご契約単位は「達人シリーズ」をインストールされるデータ
センター等の拠点ではなく、実際にご利用いただく「利用者」の拠点単位となり
ますので、ご注意ください。

※1： Windows 11、Windows 10の64ビット版にインストールできます。32ビット版には
インストールできません。
※2： Windows 11、Windows 10、Windows 8.1の64ビット版にインストールできます。
32ビット版にはインストールできません。
※3： Windows 10、Windows 8.1の64ビット版にインストールできます。32ビット版には
インストールできません。
※4： Windows 10、Windows 8.1にインストールできます。Windows 11にはインストー
ルできません。

以下のデータベースは、製品DVDに格納されています。そちらを利用してイ
ンストールしてください。ただし、使用環境（1データベース当たりの容量が

10GBを超える場合など）に応じて、各SQL ServerのStandard Edition以
上を別途購入していただく必要があります。

・ Microsoft SQL Server 2014 Express Edition Service Pack 3

以下のデータベースは、達人Cube
「アップデート」からインストールできます。
そちらを利用してインストールしてください。ただし、使用環境（1データ
ベース当たりの容量が10GBを超える場合など）に応じて、各SQL Server
のStandard Edition以上を別途購入していただく必要があります。ご利用

の際の注意事項は、達人Cube
「アップデート」の詳細情報をご確認ください。

・ Microsoft SQL Server 2017 Express Edition

・ Microsoft SQL Server 2016 Express Edition Service Pack 3
※データベースインスタンス名は、
「既定のインスタンス」で使用します。
※データベースの基本設定（文字セット、並び替え順、Unicode照合順序）が初期状態以外
に変更されている場合、本製品をサーバーとして使用できない可能性があります。

以下のソフトウェアが必要です。未インストールの場合には、製品インストー
ル時に自動的にインストールまたはガイダンスが表示されます。

・ Microsoft .NET Framework 4.6 以降 ※1
・ Microsoft .NET Framework 2.0 ※2

※1： Windows 8.1では、Windows Updateでご利用のコンピュータが最新の状態になっ
ている必要があります。
※2： Windows機能にある「Microsoft .NET Framework 3.5
（.NET 3.0及び2.0を含む）
」
の有効化が必要です。有効化するにはご利用のコンピュータがインターネット環境に接
続している必要があります。

Microsoft SQL Server 2017 ／ 2016 ／ 2014をインストールするには、
以下のソフトウェアが別途必要です。未インストールの場合には、各ソフト
ウェアのインストール時に自動的にインストールされます。インストール後
にコンピュータの再起動を求められますので、必ずコンピュータの再起動を
行ってください。

・ Microsoft .NET Framework 4.6 以降 ※1
・ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ※2

「申告書作成ソフト」の年間利用料および「達人Cube」の月額利用料はすべて

「申告書作成ソフト」のご契約単位は、実際にご利用になられる「利用者」の拠
点単位（同一事業所、同一構内（同一住所）におけるネットワーク（LAN））です。
この単位で、
「Professional Edition」はインストール台数が無制限、
「Standard

Microsoft SQL Server 2014 ※4

● 必要なソフトウェア

●

STEP

Microsoft SQL Server 2017 ※2
Microsoft SQL Server 2016 ※3

・ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition

「申告書作成ソフト」は、一括払いのみとなります。
※ご契約いただく特約店により異なる場合があります。

STEP

Microsoft Windows 11 ／ 10 ／ 8.1

場合の最新プログラムの提供

「申告書作成ソフト」の利用期間は1年間となっております。
利用期間満了の約1か月前に弊社から連絡いたします。
●

● データベース

● メモリ ／ CPU

・ヘルプデスクサービス（お電話等での操作サポート）
・初期導入時および税制改正時等の製品DVD等部材の提供（パッケージ版の
●

● 日本語OS

のソフトウェア利用権

・利用期間中に税制改正対応や機能追加等によるバージョンアップが発生した

※タイトルごとにグレードをわけられます。
■ 達人Cube

年間利用料について

「達人シリーズ」を正しくご利用いただくためには以下の環境が必要です。

※1： Windows 8.1では、Windows Updateでご利用のコンピュータが最新の状態になっ
ている必要があります。
※2： Windows機能にある「Microsoft .NET Framework 3.5
（.NET 3.0及び2.0を含む）
」
の有効化が必要です。有効化するにはご利用のコンピュータがインターネット環境に接
続している必要があります。なお、
本対応は、
Microsoft SQL Server 2014をインストー
ルする際に必要な対応です。

※上記記載のマイクロソフト社製品の詳細につきましては、マイクロソフト社ホームページをご参照ください。
【ご注意ください】
■ Windows 7およびSQL Server 20１2 ／2008 R2 ／2008について
マイクロソフト社での正式サポート終了に伴い、
「達人シリーズ」でも動作環境の対象外となりました。
■ 達人Cube
「クラウドデスクトップ」、
「クラウドAP仮想化サーバー」について
iOS上でご利用になる場合は、バージョン10.0以降が必要です。

また、この場合はネットワーク上でのご利用となりますので、
「Professional
Edition」のみご利用可能です。
「達人Cube」のご契約単位は、
「申告書作成ソフト」のライセンスの単位に準じ
ます。

■ 達人Cube
「クラウドストレ～ジ」について
専用ツールについては、Windows 10までの動作保証になりますが、Windows 11上でも正常に動作することは確認しています。
Android OS上でご利用になる場合は、バージョン5.0以降が必要です。iOS上でご利用になる場合は、バージョン9.0以降が必要です。

※ ご 購 入 前 に 必 ず「ご 購 入 に 関 す る 注 意 事 項」の 詳 細（https://www.
tatsuzin.info/store/）をご確認ください。

■ 達人Cube Mini
「MN収集」について
Android OS上でご利用になる場合は、バージョン4.1以降が必要です。iOS上でご利用になる場合は、バージョン8.0以降が必要です。
Windows上でご利用になる場合は、Windows 8.1以降のOSが必要です。

ご不明な場合は、
「達人インフォメーションセンタ」までお問い合わせください。

■ 達人Cube
「ウイルス対策」について
Microsoft .NET Framework 4.7.2が別途必要です。未インストールの場合は、
「ウイルス対策」のインストール時に自動的にインストールされます。
インストール後は、コンピュータの再起動を求められますので、必ず再起動してください。
※ Microsoft .Net Framework 4.7.2以上を既にインストールしている場合はインストールしません。

これからのデファクトスタンダード「達人シリーズ」
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お気軽にお問い合わせください

0120-554-620

https://www.tatsuzin.info

【受付時間】
9:00 ～12:00 ／13:00 ～17:00
（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

達人シリーズ

検索

・ 「達人」、「達人Cube」および「達人」、「達人Cube」のロゴマークは、株式会社NTTデータの日本における登録商標です。
・ 「 法 人 税 の 達 人 」「 減 価 償 却 の 達 人 」「 消 費 税 の 達 人 」「内 訳 概 況 書 の 達 人 」「 所 得 税 の 達 人 」「年 調 ・法 定 調 書 の 達 人 」
「相 続 税 の 達 人 」「 贈 与 税 の 達 人 」「 財 産 評 価 の 達 人 」「 事 業 所 税 の 達 人 」「申 請・届 出 書 の 達 人 」「グル ープ 通 算 の 達 人 」
「連結納税の達人」「データ管理の達人」「電子申告の達人」は、株式会社NTTデータの日本における登録商標です。
・ 上記の登録商標は、日本国内において販売される当社の商品に使用するものです。
・ その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
・ 記載されている内容は2022年10月現在のものです。
このカタログに記載のサービスの仕様、価格等は、改良のため予告なく変更することがあります。
Copyright © NTT DATA Corporation

●

お問い合わせはこちらまで

株式会社NTTデータ
公共統括本部 第三公共事業本部 デジタルプラットフォーム事業部
第三システム統括部 第三営業担当（税務サービスグループ）

