
納税証明書（ＰＤＦファイル）
取得マニュアル（本人請求用）
【ｅ－Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）】

はじめよう！
ＰＤＦファイルで納税証明

ＰＤＦファイルで受け取ってみませんか！
何枚でも印刷して使用できます！！

令和３年１２月
税務署



電子納税証明書（ＰＤＦファイル）には
メリットがたくさん!!!

メリット① 自宅・オフィスから簡単請求！
受け取りまでできます！

メリット② 手数料が安くなります！
（１税目×１年度 １枚あたり３７０円）

メリット③ ＰＤＦファイルは、何度でも使用可能！
印刷も、何枚でもできます！

マイナンバーカー
ド対応のスマート
フォンは、一部の
端末のみ

ICカードリーダライタ 又は マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

電子証明書（マイナンバーカード）

ご利用にあたって必要なもの

① パソコン（スマートフォンは対象外）
② 利用者識別番号、暗証番号（確認方法は目次２ページ参照）
③ 電子証明書（マイナンバーカード）

（利用者情報に電子証明書を登録しておく必要があります。）
④ ICカードリーダライタ 又は

マイナンバー読取対応のスマートフォン
⑤ インターネットバンキング（ＡＴＭでも対応可）



目次と操作手続の流れ

税務署で発⾏準備が整うと、メッセージボックスに「納税証
明書（発⾏⽤）」のメッセージが届きましたら、手順３へお進
みください。

利⽤者識別番号及び
暗証番号でログイン

【３】

ICカードリーダライタ
【４、５】

ログイン方法
【７～９】

スマートフォン
【４、６】

マイナンバーカードで
ログイン
【３】

ｅーＴａｘソフト（ＷＥＢ版）
【１、２】

交付請求データを作成し、電子署名及び電子証明書を添付して送信

納付番号・確認番号を確認

インターネットバンキング等で手数料を納付

納税証明書をダウンロードし、取得

手順３ 手数料の納付及び納税証明書の印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12ページ 23～

手順２ 交付請求情報の入力及び送信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ページ 10～

手順１ ｅーＴａｘソフト（ＷＥＢ版）へログイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ページ １～

目次―１



目次―２



 画面イメージ 操作方法

１

国税庁ｅ－Ｔａｘホー
ムページの画面下にある
「ｅ－Ｔａｘソフト（Ｗ
ＥＢ版）」をクリックし
てください。

２

「メインメニュー」画
面の「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

３

①「マイナンバーカード
でログイン」

又は、
②「利⽤者識別番号及び
暗証番号」

を利⽤してログインして
ください。

納付情報登録依頼、納税証明書、徴収

高計算書、法定調書、法人の設定及び異
動等の申請・届出、添付書類（ＰＤＦ）の追
加送信ができます。

ｅ－Ｔａｘソフトのダウンロードやパソコン
へのインストールをせず、ＷＥＢ上での入
力により、申請等が作成できます。

１

手順１ ｅ－Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）へログイン

以下の手順で、「ｅ－Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）へログインしてください。

① 「マイナンバーカードでログイン」する場合
⇒ 次ページの４へ

② 「利⽤者識別番号及び暗証番号」を利⽤してログインする場合
⇒ ４ページの７へ



２

 画面イメージ 操作方法

４

【「マイナンバーカード
でログイン」の場合】

①「ICカードリーダライ
タで読み取り」

又は
②「スマートフォンで読
み取り」

をクリックしてください。

【操作方法】
①「ICカードリーダライ
タで読み取り」の場合
⇒ ５へ

②「スマートフォンで読
み取り」の場合
⇒ 次ページの６へ

５

①「ICカードリーダライ
タで読み取り」の場合

利⽤者証明⽤パスワー
ド（４桁の数字）を⼊⼒
し、「ＯＫ」ボタンをク
リックしてください。
⇒ ４ページの７へ

【 注意 】
利⽤者証明⽤パスワード（４桁の数字）の⼊⼒を３回

連続で間違えるとロックされるのでご注意ください。
ロックの解除をするには、市区町村窓口でパスワード

の初期化をする必要があります。



 画面イメージ 操作方法

６

②「スマートフォンで読
み取り」の場合

マイナンバーカードの
読み取りができるスマー
トフォンでマイナポータ
ルＡＰを起動してくださ
い。

マイナポータルＡＰの
２次元バーコード読み取
り機能を使って、画面に
表示された２次元バー
コードを読み取ってくだ
さい。

スマートフォンに表示
される画面の案内にした
がって、スマートフォン
でマイナンバーカードを
読み取ってください。

利⽤者証明⽤パスワー
ド（４桁の数字）の⼊⼒
が必要です。

３

【 注意 】
利⽤者証明⽤パスワード（４桁の数字）の⼊⼒を３回

連続で間違えるとロックされるのでご注意ください。
ロックの解除をするには、市区町村窓口でパスワード

の初期化をする必要があります。



 画面イメージ 操作方法

７

「メインメニュー」画
面の「申告・申請・納
税」ボタンをクリックし
てください。

８

「申告・申請・納税」
画面の新規作成メニュー
にある、「操作に進む」
ボタンをクリックしてく
ださい。

９

「作成手続きの選択」
画面の申告・申請・納税
メニューにある、「納税
証明書の交付請求」をク
リックしてください。

４



 画面イメージ 操作方法

10

「納税証明書の交付請
求の選択」画面の交付方
法の選択メニューから
「納税証明書を電子ファ
イルで受け取る」を選択
し、画面下部の「次へ」
ボタンをクリックしてく
ださい。

11

交付ファイルについて、
「ＰＤＦ方式」を選択し
てください。

「ご自身の納税証明書
を請求される方」を選択
し、「次へ」ボタンをク
リックしてください。

５

手順２ 交付請求情報の入力及び送信

以下の手順で、交付請求情報を入力してください。



 画面イメージ 操作方法

12

「提出先税務署等の⼊
⼒」画面に、提出先税務
署名が表示されます。

提出先税務署名に間違
いがないことを確認し、
納税者の個⼈番号を⼊⼒
してください。

※ 個⼈番号を⼊⼒しない場合、
「個⼈番号が⼊⼒されていませ
ん。個⼈番号を⼊⼒せずに、こ
のまま処理をすすめてもよろし
いですか︖」と注意メッセージ
が出ますので、「はい」ボタン
をクリックしてください。

13

「申告書等の作成1/2」
画面の請求する納税証明
書の「作成」ボタンをク
リックしてください。

証明を受けようとする
国税の税⽬、年分等を次
ページの各画面で⼊⼒・
決定すると本画面に戻っ
てきます。

⼊⼒が終わりましたら、
画面下部の「次へ」ボタ
ンをクリックしてくださ
い。

６

※ 次ページに参考で「納税証明
書（その１〜３）」の画面を表
示しています。



 画面イメージ

13
①

【納税証明書(その１)】

証明を受けようとする
税⽬、年度、事項を選択
し、「決定」ボタンをク
リックしてください。

※ 電子交付の場合、証明書の請
求枚数は１枚以外選択できませ
ん。

13
②

【納税証明書(その２)】

証明を受けようとする
年度、事項を選択し、
「決定」ボタンをクリッ
クしてください。

※ 電子交付の場合、証明書の請
求枚数は１枚以外選択できませ
ん。

13
③

【納税証明書(その３)】

証明を受けようとする
年度、事項を選択し、
「決定」ボタンをクリッ
クしてください。

※ 電子交付の場合、証明書の請
求枚数は１枚以外選択できませ
ん。

７



 画面イメージ 操作方法

14

「申告書等の作成2/2」
画面の証明書の使⽤⽬的
を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックしてくださ
い。

「その他」を選択した
場合は、その理由も⼊⼒
してください。

15

⼊⼒内容を確認し、画
面下部の「次へ」ボタン
をクリックしてください。

※ 個⼈番号を⼊⼒しない場合、

と注意メッセージが出ますので、
「はい」ボタンをクリックして
ください。

８

「個⼈番号が⼊⼒されてい
ません。個⼈番号を⼊⼒せ
ずに、このまま処理をすす
めてもよろしいですか︖」



 画面イメージ 操作方法

16

「電子署名の付与」ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

17

「カードタイプの電子
証明書をご利⽤の場合」
をクリックし、「次へ」
ボタンをクリックしてく
ださい。

18

「公的個⼈認証サービ
ス（マイナンバーカー
ド）」を選択し、「次
へ」ボタンをクリックし
てください。

９



 画面イメージ 操作方法

19

「ICカードリーダライ
タで読み取り」又は「ス
マートフォンで読み取
り」ボタンをクリックし
てください。（４〜６
参照）

署名⽤パスワード（６
〜16桁の英数字）を⼊⼒
してください。

20

「電子署名」欄が、
署名済 になっているこ
とを確認し、「送信」ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

10

【 注意 】
署名⽤パスワード（６〜12桁の英数字）の⼊⼒を５回

連続で間違えるとロックされるのでご注意ください。
ロックの解除をするには、市区町村窓口でパスワード

の初期化をする必要があります。



 画面イメージ 操作方法

21

受付システムへの送信
確認メッセージが表示さ
れますので、「はい」ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

22

「納税証明書の交付請
求（電子証明書）」の送
信が完了しました。

11

税務署で発⾏準備が整うと、メッセージボックスに「納税証明書
（発⾏⽤）」のメッセージが届きます。

手順３ 手数料の納付及び納税証明書の印刷（23以降へ）



 画面イメージ 操作方法

23

ｅ－Ｔａｘソフト（Ｗ
ＥＢ版）にログイン（
１〜６参照）し、「送信
結果・お知らせ」ボタン
をクリックしてください。

24

メッセージボックス一
覧メニューにある、
「操作に進む」ボタン
をクリックしてください。

25

メッセージボックス一
覧が表示されますので、
「納税証明書(発⾏⽤)」
のメッセージをクリック
してください。

「受信通知」画面で、
納税証明書発⾏メニュー
の「はい」ボタンをク
リックすると電子納税の
項⽬が表示されます。

12

手順３ 手数料の納付及び納税証明書の印刷

以下の手順で、手数料を納付し、納税証明書を取得してください。



 画面イメージ 操作方法

26

インターネットバンキ
ング・モバイルバンキン
グ・ＡＴＭを利⽤して納
付することができます。

電子納税をされる方は、
「インターネットバンキ
ング」ボタンをクリック
してください。

27

利⽤する⾦融機関を選
択すると、⾦融機関名称
が表示されるので、利⽤
される⾦融機関を選択し
てください。

28

インターネットバンキ
ングでの電子納税が完了
しました。

13



 画面イメージ 操作方法

29

ｅ－Ｔａｘソフト（Ｗ
ＥＢ版）にログイン（
１〜６参照）し、「送信
結果・お知らせ」ボタン
をクリックしてください。

30

メッセージボックス一
覧が表示されますので、
「納税証明書(発⾏⽤)」
のメッセージをクリック
してください。

14



 画面イメージ 操作方法

31

受信通知の画面に、
「納税証明書データ（Ｐ
ＤＦ）」が表示されます。

「ダウンロード」ボタ
ンをクリックすると、Ｐ
ＤＦファイルが表示され、
印刷が可能になります。

ファイルを保存する場
合、ファイルの保存先を
指定して保存してくださ
い。

電子納税証明書（ＰＤ
Ｆ）の取得方法を、「国
税庁公式ＹｏｕＴｕｂｅ
チャンネル」では、動画
でご案内しています。
ぜひ、ご視聴ください。

https://youtu.be/SZH3qvSCPWE

←ＱＲコード
はこちら♪

15

参考として、次ページに
電子納税証明書（ＰＤＦ）
の様式を添付しています。

https://youtu.be/SZH3qvSCPWE




詳細をお知りになりたい方は、
下記の連絡先まで

連絡よろしくお願いします。

天王寺税務署
管理運営部門

06-6772-1281
（代表）

浪速税務署
管理運営部門

06-6632-1131
（代表）

東成税務署
総務課 管理運営担当
06-6972-1331

（代表）

生野税務署
管理運営部門

06-6717-1231
（代表）




