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『台帳』V9.00.23リリース︕︕ 

Cellsドライブ 電子申請「公文書アップロード」機能 

  Vol.5 

前号のCellsNEWS Vol.4で予告していた注目の「公⽂書アップロード」機能がついに登場︕ 
電⼦申請利⽤率が向上している中、最近では多数のユーザーが電⼦申請しています。 
電⼦申請は、もはや❝なくてはならないもの❞と言っても過言ではないでしょう。 
今回の新機能はその電⼦申請の公⽂書部分にフォーカスしました。 
電⼦申請後に取得した公⽂書は、顧問先にどのようにお届けしていますか︖ 
訪問時に持参︖定期的またはその都度郵送︖メールに添付して送信︖ 
電⼦申請してから公⽂書を取得し、「⼿続終了」になるまではスムーズなのに、その先がちょっと不便だと感じ
ていた⽅も多いことでしょう。送信済リストでは公⽂書を取得すると進捗状況の表⽰が「⼿続終了」となります
が、本当の「⼿続終了」はもう少し先(;ʼ∀ʼ) 
この状況は、海外旅⾏の１シーンと重なります。⾶⾏機でビューンと空港にたどり着いたのに、そこからバスや
電⾞に乗り換えるときのもどかしさ。。。そんなもどかしさを『台帳』に感じざるを得ませんでした。 

電⼦申請した流れで、『台帳』からそのまま公⽂書を顧問先へ届けられないだろうか︖ 
電⼦申請から公⽂書取得・送信・管理をワンストップでできないだろうか︖ 
常々感じていたこのもどかしさを、このたび『台帳』が解消︕ 

『台帳』で電⼦申請ワンストップサービスが実現しました。 

 

V9.00.23をリリースしました。主なバージョンアップ内容は、
各種様式変更とCellsドライブ新機能追加です。 
『台帳』を開いて、「なんとなく変わった気がするけれど、 
どこが変わったのかわからない」ということはありませんか︖ 
CellsNEWS Vol.5では、バージョンアップ内容をクローズアップ
してご紹介します。 
ぜひ、『台帳』を開いて、実際に触れてみてください︕ 
ご感想も大歓迎です。 

◆v9.00.23バージョンアップ内容◆ 
介護休業給付 電⼦申請 様式変更に対応 
Cellsドライブ 公文書アップロード機能 
Cellsドライブ 保険等変更連絡に対応 
新卒求人票 様式変更に対応 
⽉額変更届・賞与支払届・賞与支払届 総括表  
様式変更に対応 
その他機能追加や不具合修正 etc 
 

※CellsNEWS Vol.5では、上記の赤⽂字の部分をご紹介します。 



ダウンロードした公⽂書フォルダを開くと複数のファイルがその中に入っています。社会保険の場合、ファイルの
拡張⼦がxml・xslの2つのファイルが一対となることで、標準報酬額決定通知書などのファイルを正常に開き、 
確認できます。xml・xslのどちらが欠けても公⽂書ファイルを表⽰できなくなるため、「電⼦データ」を 
送信するときは、必ずxmlとxslをセットで送信する必要があります。そこで、この公⽂書アップロード機能では、
申請済リストの「アップロード」をクリックしたタイミングでxmlとxslの2つのファイルを自動結合し、1つの
htmlファイルとして、Cellsドライブへアップロードします。１クリックで顧問先側のCellsドライブ事業所マイ
ページへアップロードできるため、操作の流れをとめず、顧問先への公⽂書提供が驚くほど簡単でスピーディー︕ 

 今まで公文書を「メールに添付」 
して送信の場合、公文書データを 
事前にPDFファイルに変換したり、
公文書フォルダを圧縮したりしてい
たけれど、それをしなくてよくなっ
たから、手間が省けてとっても 
うれしい！！ 

Cellsドライブにアップロードした公⽂書は
登録日（アップロードした日）から4年間保
管されます。※『台帳』年間保守契約が継続して
いる場合に限ります。 
公⽂書をCellsドライブで保管することによ
り、社労士事務所だけでなく、顧問先にお
いてもペーパーレス化できます。Cellsドラ
イブを活⽤した、新しい公⽂書管理⽅法を
顧問先に提案してはいかがでしょうか。 

２つのファイルを 

結合★ 

―公文書フォルダの中身― 

事業所マイページ 
このように表示されます。 

公文書は4年間保管可能 

自動モードでファイル結合 

「公文書アップロード」機能はココがおすすめ！！ 



9.8   NAGOYA 

9.28 FUKUOKA 

10.5&10.6  TOKYO 

10.12&10.13  OSAKA 

社会保険労務士法人 Ｓ様（栃木県）・社会保険労務士A事務所様 
（三重県）・F社会保険労務士事務所様（愛知県）などのお声に 
対応しました︕たくさんのご要望ありがとうございます︕︕ 

Cellsドライブ 個人情報公開上限1,200から3,000へ  予告Ⅰ 

Cellsドライブ 保険等変更連絡に対応︕ 

現在、Cellsドライブの事業所アカウント数の登録は増加傾向にあり、事業所マイページ
（顧問先専⽤ページ）は、24,000社以上の事業所でご利⽤いただいています。 
弊社では、皆様に安全にCellsドライブをご利⽤いただくため、サーバーの負荷や 
セキュリティ関係を考慮して、随時個人情報公開上限引き上げを検討しています。 
このたび、「もっとたくさんの個人情報を事業所マイページに公開したい︕」というご
要望にお応えして、2017年8⽉上旬より個人情報公開上限を1,200(名)から3,000(名)
に引き上げることを決定しました。 

顧問先から社労士事務所への連絡機能がバージョンアッ
プしました︕従来は、入社（取得︓加入・未加入）・退
社（喪失）連絡時のみの連絡フォームしかありませんで
したが、このたび保険変更時の連絡にも対応︕ 
パートから正社員へ、正社員から役員へなど社会保険 
および雇⽤保険の⼿続き変更が発⽣した際に、顧問先側
の事業所マイページから速やかに変更連絡できます。 
「所属」や「職種」の変更連絡にも対応しています。 

●お寄せいただいたご要望● 
◎入社連絡の中に「雇用保険加入」「社会保険加入」の条件がありますが、追って社保加入をするような 
 入り口がありません。そういったケースが多いので、ぜひ労務管理メニューにあったら嬉しい。 
◎労働時間減少による雇保のみの喪失が多いので、雇用保険のみの喪失にも対応してほしい。 

A. 顧問先との情報共有です。『台帳』に登録している個人情報を顧問先側の 
事業所マイページへ公開することで、社労士事務所側（『台帳』）で管理・保有してい
るデータを顧問先と共有できます。※事業所マイページでは、会社情報も共有できます。 

「個人情報公開」とは︖ Q.1 

A.実務処理の効率化です。 
顧問先側では、社労士事務所が保有して
いる自社の個人情報を⾒たいときにすぐ
確認できるため、情報が必要なときに 
わざわざ社労士事務所へ問い合わせずに
済みます。発⽣頻度の⾼い「入社」・
「退社」・「住所姓変更」・「扶養異
動」・「保険変更等」の定型連絡フォー
ムを事業所マイページに備えており、 
顧問先はフォーム内の案内にそって情報
を入⼒すればOK︕伝達漏れ防⽌にも役⽴
ちます。社労士事務所側では、顧問先か
ら届いた⼿続きの連絡（個人情報）を
『台帳』にボタン１つで反映でき、入⼒
の⼿間を大幅カット︕顧問先と社労士事
務所、双⽅の業務効率化を図ることがで
きます。 

Q.2 「個人情報公開」の 
メリットは︖ 

 予告Ⅱ 



まずは給与データに給与を入⼒して･･･（⽀給日もお忘れなく） 毎年、夏冬に増えるお問い合わせが
「毎⽉の保険料通知のように、賞与の
保険料通知も出せませんか︖」という
ものです。顧問先も会社負担がどれく
らいになるのか気になるところですよ
ね。実は、『台帳』から賞与の保険料
通知も作成できます︕ 

ツールから「今⽉の社会保険料」 
タブを開いてみてください。 

サポートセンターで日々皆様のご質問をお受けしていると、「使える機能 
なのに、意外と知られていないんだなあ」と思うことがしばしばあります。 
そこで今回は、ぜひ使っていただきたい賞与関連の機能をご案内します。 

意外と知らない!? 台帳のオススメ機能【賞与編】 

【賞与支給⽉の社会保険料はいくら︖】 

一人ひとりの保険料だけでな
く、給与と賞与、本人負担と
会社負担を合計した納付額 
まで分かります。 



資料を作成したい事業所を開き、「全ての処理ファイル」 
からグループ「給与・税⾦」の「賃⾦分析」を開きます。 

事業主にとって、気になるけれどなかなか聞けない他社の賞与⽀給額。 
『台帳』なら、厚労省が公開している業種別の平均値と顧問先とを⽐較した資料を簡単に作成できます︕ 

「集計」をクリックし、業種を指定 
して「実⾏」します。 

出⼒帳票は「賞与」を選ぶと、同業種の企業規模
別、男⼥別、年齢別の平均賞与額がグラフで一目
瞭然です。 

【他社と⽐べてうちの賞与は多い︖少ない︖】 

※なお、この資料は中途入社等で賞与の⽀給回数が少な
いものまで平均に含めることがないよう、「給与デー
タ」画面の4⽉〜3⽉までの全ての⽉で給与が入⼒され
ている⽅のみを対象にして作成します。このため、資料
の作成は3⽉までの給与がすべて登録された年度末にお
こなってください。年度途中で作成する場合は、3⽉ま
での全ての給与が登録されている前年度の処理画面を表
⽰させてからおこなう必要があります。前年度を表⽰さ
せる⽅法は台帳サポートページで「前年度 ⾒たい」と
検索してくださいね。            Hirota 



「﨑」を「崎」へ変更 

一旦登録がストップすると、 
それ以降の登録を失念しがち… 

届出する被保険者すべてが登録されていない場合でも、従来は通常通り電⼦申請できました。そのため、「ちゃんと
届出したつもり」が実際そうではなかったことに後日気づき、冷や汗もの…ということも。届出が適切にされていな
いことにより、顧問先は、本来の保険料納付時期よりも大幅にずれて、請求されてしまいます。社労士事務所として
⽴つ瀬がありませんよね。そこで、被保険者の未登録を防ぐために、もしデータに登録漏れがある（②被保険者選択
で登録した人数と保存データの人数が相違している）場合、電⼦申請前に『台帳』でアラートメッセージを出す仕様
にバージョンアップしました。⾒落としてしまうかもしれない部分を『台帳』がカバーします。 

社会保険労務士法人セルズ 

加藤 智裕  
Tomohiro	Kato 

賞与⽀払届は、「全員分届出していない」
ことよりも「全員分届出したつもりなのに
一部できていない」ことのほうが思いのほ
か、気づきにくかったりします。社労士事
務所は信頼が大事︕︕賞与⽀払届における
人数相違のアラート機能はババーンと目⽴
つバージョンアップではありませんが、社
労士事務所にとっては必要な機能。これか
らも現場からの声を弊社開発チームへ伝え
ていきたいと思います︕ 

賞与支払届総括表様式変更 

賞与支払届 総括表にバーコードが追加 
されました︕（賞与支払届も同様です） 
「代⾏印」ボタンが社会保険労務⼠ 
記載欄の近くに設置︕ 

「登録」スルーで超ブルーΣ(￣ロ￣lll) 

※人数相違がある場合、「③申請データ作成」をクリックしたタイミングでメッセージが表示されます。 

 

賞与支払届（電子申請）アラート機能 
 

―社労士事務所の事件簿― 

賞与⽀払届の電⼦申請をイメージしてください。データを作成後、①マスター設定をし、②被保
険者選択から被保険者を登録します。「髙」や「﨑」の機種依存⽂字が氏名に使⽤されている場
合、下図のとおり、入⼒規則エラーが表⽰されます。それによって「髙」は「⾼」に、「﨑」は
「崎」にというように、電⼦申請で使⽤可能な⽂字に変更します。その際に、エラーでひっか
かった人のデータを変更・登録することに気をとられて、それ以降の人の登録が漏れてしまうこ
とがあります。みなさんは、そのようなご経験ありませんか︖ 



―知っトク♪パソコン豆知識― ●目に優しいブルーライトカット機能● 

仕事でずっとパソコンに向かっているとどうしても目が疲れてきますよね。現在多くの⽅
がWindows10を利⽤していますが、そのWindows10のCreators Updateでブルーライト
カット機能が追加されたことをご存知でしょうか。ディスプレイの色味を暖色系の色に変
えて、ブルーライトを減らす機能です。夜になると自動的に画面の色味が暖色系に変更さ
れるようにスケジュールすることができます。また、夜間モードを有効にした時の色温度
の設定もでき、⼣日のような濃いオレンジ色から少しだけ⻩みがかった色まで幅広く設定
でき、おすすめです。ぜひ目を労わってあげてください。 
設定⽅法は、「windows10 ブルーライトカット」で検索︕                 Tsukamoto 

windows10 ブルーライトカット 検索 

セルズcafé＠名古屋 6月9日（金） 坂口 浩美 
名古屋だけになごやか、なムードで座談会を開催できました(笑) 
Cellsドライブの活用方法にとどまらず、時期的におすすめの年更・算定でみなさんが疑問に思われていることを伺い
ながら活用方法を議論しました。参加される方もそうでない方も、エバンジェリストサイトの「台帳」活用情報を 
共有できれば嬉しいです（＾－＾） 

6月セルズcafé 
開催レポート 

名古屋・品川で好評開催中のセルズcafé『台帳』活⽤座談会。セルズcafeは、スクール形式のセミナーではなく、リラックスした空間で 
コーヒーを飲みながら『台帳』活⽤について向き合う場です。6⽉からはセルズcafeも夏モード♪だいぶ暑くなったので、コーヒーを 
ホットからアイスに切り替え、完成したばかりのセルズうちわをお配りしました。 

セルズcafé＠品川  6月15日（木） 鳴子 由香利 

毎回少しずつお話する内容は異なるのですが、今回は120分のうち約100分は「Cellsドライブ」！！ 
序盤からちょっとスピード違反気味だったものの、みんなで走ればこわくない！？(笑)参加者のみなさんも巻き込み、
活気あふれる会になりました。ユーザーの方同士が初対面ながらも和気あいあいと談笑される光景がほほえましく、 
こういう“つながり”を大切していきたいと思いました。私も『台帳』Cellsドライブユーザーのひとりとして、 
参加させていただいています。一緒に『台帳』について語り合いましょう！  

セルズcafé 
営業のおしらせ 

できたてほやほやの 
セルズうちわで記念撮影★ 

＠名古屋 ＠品川 

誠に恐れ入りますが、8月・9月のセルズcafé
『台帳』活用座談会は、お休みします。 

10月以降再開予定となります。 
どうぞお楽しみに★ 



しとしと、しとしと、梅雨の時期ですね。セルズ１
のランナーおおやまは天気が悪いと外に走りに行け
ないので、イライラ気味です（笑）。そんな中、 
先日久しぶりに晴れ間が出ている時間があったの
で、急いで着替えて走りに出かけました。「超気持
ちいいー」。ん？それパクっていませんか？そんな
ことはさておき（笑）。数日ぶりだったので、いわ
ゆるランナーズハイの状態になってしまい、脚が絡
まってすってんころりん。顔に傷を負ってしまった
のですが、近くに居た優しいおじさんが絆創膏を
貼ってくれました。「ありがとうございます。あ
の、せめてお名前だけでも…」と言った私に、おじ
さんは「名乗るほどのもんじゃあ…吉田です！！」
と仰いました。「いや名乗るんかい！！」（笑）。 
ともあれ、心配してくださったおじさんにすごく 
感謝です。私も街で困っている人を見かけたら 
声をかけていこうと思います。 Oyama 

♯ちょっと今から仕事やめてくる 
とある週末の昼下がり、母にその日の予定を尋ねられたので、「ちょっと今から仕事やめてくる」と答えたら、ひどく驚かれました。 

『ちょっと今から仕事やめてくる』は映画のタイトル。言葉を端折ったために、要らぬ誤解を生みました(;’∀’) 

時代に即した「長時間労働」「パワハラ」「自殺」などのテーマを扱い、“働く人”の共感の涙を誘った小説『ちょっと今から仕事やめてく

る』がこの映画の原作です。 

―仕事を辞めることと、死ぬことは、どっちが簡単なわけ？―劇中で、仕事が辛くて線路に飛び込もうとした主人公に友人が問いかける

シーンにハッとしました。「忙しい」は、心を亡くすと書くように、心が疲弊すると感覚が鈍ってしまうんですね。生きるために働くのか、働く

ために生きるのか？そんなことを考えさせられる映画でした。 

セルズに入社して、いろいろな人に出会う機会に恵まれています。出会った人にこれまでのご経歴をうかがうと、まったく別の業種から社労

士業界に入られた人や、業界は同じでも一念発起して独立された人など、タイミングやきっかけは十人十色。お尋ねするたびに、私は

決まって「そういう生き方もあるんだ」と感じます。『生きることは希望をもつこと。希望はなくなるわけではなく、見えなくなってしまうだ

け』。映画で命を絶とうとしていた主人公は希望が見えなくなっていました。もし周りに行き詰っている人がいたら、ぜひみなさんのお話

をしてあげてください。それがその人の“希望”につながると信じています★ 

♯ひふみんアイ 
将棋ブームとともに、連日メディアでお見かけするひふみんこと加藤一二三九段。藤井聡太四段が29連勝を達成した対局では、次の手

を考えるときに相手の後ろに立って局面を眺める、通称“ひふみんアイ”を継承していましたね！(・∀・)戦いの勝因はほかにもあると思いま

すが、違う角度からものごとを眺めたり、発想を転換することは大事なことだとつくづく感じます。 

つい先日やらなければいけないことが重なり、思うように進められていない自分が情けなく、なんともいえない気持ちに浸っていました。 

そんなときに先輩がさりげなく発した「急がず、着実に」―。その言葉に励まされ、心がすーっと軽くなりました。決して前進していないわ

けではない、ぼちぼちやっていけばいいんだ、と。その言葉を聞くまではとにかく成果を求めて「全然できていない」と否定的になり、 

“できていること”が私には見えていなかったんです。「こうでなければならない」と自分に暗示をかけすぎて、自分を苦しめていたのは

ほかでもなく自分だということに気づきました。しかし、少し視点を変えることで“できていること”にも気づけるようになり、先輩アイに 

感謝し、ちょっぴり愛を感じました(笑) いつもありがとうございます！ 

 

このジメジメ期を乗り切るべく、「香り」が
マイブームです。アルコールの「アロマラン
プ」を入手し、いろいろな香りを試していま
す。リラックス、集中力、記憶力… 
種類によって効果も様々みたいですね。 
集中力の実感はありませんが（笑）、 
好きな香りでゆっくりするのは結構気持ちの
いいものです！「そんな女子っぽいものなん
か」と否定的だった夫も、最近は寝る前に 
自ら「青りんご」を炊いています( ﾟﾟ）甘い
香りがお好みでしたのね… 
個人的には「トマトリーブス」「ミント」が
おススメです。初心者ですので、良い香りが
あればこっそり教えてください( *´艸｀) 
ご興味ある方は是非♪ Takahashi 
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なるこのつぶやき。 


