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マイナンバー対応版「台帳」 Cellsドライブとは？①
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マイナンバー対応版「台帳」 Cellsドライブとは？②
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マイナンバー対応版「台帳」 Cellsドライブとは？③
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マイナンバー対応版「台帳」 Cellsドライブとは？④



第１セクション

インターネット上の⾦庫を利⽤するため
の事前準備（社労⼠事務所側）
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（ア)台帳MENUのツールから「Cellsドライブツール」のインストール
第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

1. 台帳MENU画⾯の「ツール」をクリッ
クします。

2. サポートツール内にある「Cellsドライ
ブツールのインストール」をクリック
します。

3. インストーラーが起動しますので、内
容を確認し、「次へ」をクリックしま
す。※インストーラーが起動する前に
ユーザーアカウント制御が開くことが
あります。その場合は、「はい」もし
くは「実⾏」をクリックします。

4. インストーラーがいったん消え、再表
⽰までに約２分ほどかかりますので、
そのままお待ちください。再表⽰され
たことを確認し、「完了」ボタンをク
リックするとインストール完了です。

ご利⽤になる各パソコンごと、すべてに
インストールしてお使いください。
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(イ) Cellsドライブマイページへのアクセスとお気に⼊りの登録 、アクセスキー等の確認①

1. 別紙通知書（はがきもしくは⽤紙）に記載され
ているhttps://mypage-sr.cells.jp/Login にアク
セスします。※Internet Explorer 9 〜
11 のご利⽤を推奨いたします。推奨環境以
外でのご利⽤は正しく表⽰されない場合があり
ます。

2. 通知書に書かれている「ユーザーNo」・「パ
スワード」を⼊⼒し、「ログイン」します。
※ログインができない場合はサーバーが⼀時停
⽌しているか、保守契約期間が満了しているこ
とが考えられます。

12345678901
C1e2l3l4s

info@cells.co.jp

12345678901

C1e2l3l4s

info@cells.co.jp

通知書（はがき）

通知書（⽤紙）

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）
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1. Cellsドライブ設定内容の確認・編集を⾏う
には「設定内容の確認・編集」をクリック
します。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

(イ) Cellsドライブマイページへのアクセスとお気に⼊りの登録 、アクセスキー等の確認②
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1. ユーザーNoを確認します。※別紙通知書に
記載されている「ユーザーNo」と⼀致して
いることを確認してください。ユーザーNo
は変更できません。

2. 「Cellsドライブアクセスキー」を確認しま
す。※台帳と事業所マイページ、Cellsドラ
イブを接続するためのキーになります。
Cellsドライブアクセスキーは変更できませ
ん。

3. 「DLファイルパスワード」を確認します。
このパスワードは事業所マイページの
「ツール」にあるzipファイルをダウンロー
ドし、解凍するために必要です。※「株式
会社cells」がパスワードを変更することが
ありますので、ご注意ください。

4. 「社名/事業所名」は確認・編集が可能です。

5. 「管理者メールアドレス」は確認・編集が
可能です。※ログインパスワード紛失時の
連絡先メールアドレスになりますので、ご
注意ください。

6. 「確認画⾯」に進み、登録します。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

(イ) Cellsドライブマイページへのアクセスとお気に⼊りの登録 、アクセスキー等の確認③
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Cellsドライブアクセスキーとは？
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第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）



1. 台帳等のセルズソフトでマイナンバー等
を⼊⼒・閲覧・削除できる担当者のアカ
ウントの発⾏を⾏います。

2. 新規担当者の追加、ID・パスワード変更、
削除処理を⾏うことができます。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

(ウ) Cellsドライブマイページで従業員アカウントの登録①
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1. 新規従業員を登録するには「従業員アカウ
ント追加」をクリックします。

2. 使⽤したい「ID」を⼊⼒します。

3. そのIDを使⽤する従業員の「名前」を⼊⼒
します。※最⼤50⽂字まで。

4. パスワードを設定します。※未⼊⼒時は⾃
動で作成されます。

5. その従業員IDの「有効」「無効」状態を決
めます。※担当者の産休育休などで情報を
残したままにしたい場合は「無効」にして
ください。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

(ウ) Cellsドライブマイページで従業員アカウントの登録②
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1. 機密データ取扱い権限の「有効」「無効」を
決めます。

2. 「有効」：台帳へのマイナンバー⼊⼒、ファ
イルの取得、機密⽂書への登録・閲覧、マイ
ナンバーの削除等の権限を有しています。

3. 「無効」：台帳へのマイナンバー⼊⼒、ファ
イルの取得、機密⽂書への登録・閲覧、マイ
ナンバーの削除等の権限がありません。しか
し、⼀般扱いになったファイルのみ閲覧可能
です。

4. 「確認画⾯へ」進み⼊⼒内容を確認し追加し
ます。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）

(ウ) Cellsドライブマイページで従業員アカウントの登録③
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（エ）台帳MENUの事務所情報他でCellsドライブアクセスキーを登録

1. Cellsドライブアクセスキーを確認し、
紙等に番号に控えます。※P5~P6参
照

2. 台帳を開き、「台帳MENU」の「事
業所情報他」をクリックします。

3. 「Cellsドライブ設定」をクリックし、
通知書に記載されているユーザーNo
が合っているか確認し、P６の２で確
認したCellsドライブアクセスキーを
⼊⼒します。※ユーザーNoとCells
ドライブアクセスキーの組み合わせ
が不⼀致の場合、Cellsドライブにア
クセスすることができません

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）
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Cellsドライブへの簡単アクセス

台帳側への設定が完了すると、cellsドライブへ
のアクセスが簡単になります。

1. 台帳を開き、エクセルのメニューバーにあ
る「業務⽇誌」から「マイページ」をク
リックします。

2. ユーザーIDが⼊った状態でログイン画⾯が
表⽰されます。

第１セクション インターネット上の⾦庫を利⽤するための事前準備（社労⼠事務所側）
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第2セクション

顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を
開設する⽅法

社労⼠事務所
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（ア）Cellsドライブマイページで事業所アカウントを作成①
第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

1. 事務所マイページにアクセスするために必
要なアカウントの発⾏を⾏います。

2. 新規顧問先の登録、既存アカウントの編集、
削除、ID通知書を作成できます。
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事業所アカウントを作成する前に・・・
第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

事業所アカウントは通常対応のように１つの
台帳（事業所）に対して１つのアカウントを
発⾏してご利⽤ください。

しかし台帳では便宜上、事業所を２つに分け
て使⽤している事業所があると思います。

その場合、例外対応のように事業所アカウン
トも分けてご利⽤ください。

A法人
A本店

A法人
B支店

事業所アカウント
での登録台帳での登録

A法人
A本店

A法人
B支店

A事業所

事業所アカウント
での登録台帳での登録

A事業所

○通常対応

○例外対応
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（ア）Cellsドライブマイページで事業所アカウントを作成②
第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

1. 新規事業所を登録するには「事業所アカウント追加」をク
リックします。

2. 事業所IDを⼊⼒します。※新規登録時は社労⼠事務所側で
IDを決めます。事前に事業所にIDとパスワードの希望を聞
いておくことをお勧めします。

3. 事業所名を⼊⼒します。※最⼤50⽂字まで。次ページにあ
る「注意点」を必ずご確認ください。

4. その事業所IDの「有効」「無効」状態を決めます。再度顧
問先になる可能性のある会社等で⼀時的に無効にしたい場
合は「無効」にします。※「無効」でも１アカウントとし
てカウントされます。

5. パスワードを設定します。※事業所IDと同様に事前に希望
を聞いておくことをお勧めします。⼊⼒されなかった場合
は⾃動で⼊⼒されます。

6. 事業所側でパスワードの変更が可能かを決定します。
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会社情報に登録されている事業所名と同じ名前で作成しましょう！
第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

アカウント発⾏する際の事業所名は、必ず台帳の会社情報に登録されている事業所名と同じ名
前で作成してください。また、事業所の名称が変更になった場合はCellsドライブの登録や台帳
の登録についても必ず同じ名称に変更して登録していただきますようお願いします。

こちらに登録される名前が会社情報の会社名と異なる場合（全⾓・半⾓・スペース等が異なる
場合も含む）取扱状況⼀覧に表⽰される事業所名が重複して表⽰される原因になります。誤っ
て異なる名前を登録し、取扱状況⼀覧で名前が重複してしまった場合、削除はできません。登
録時に必ず同じ事務所名を設定するよう注意してください。

Cellsドライブ：事業所アカウント
台帳：会社情報
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（ア）Cellsドライブマイページで事業所アカウントを作成③
第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

1. 「変更」ボタンをクリックすることで、
その事業所の登録内容（事業所アカウ
ントの発⾏（追加）で⼊⼒した内容）
を変更することができます。

2. 「削除」ボタンをクリックすることで、
該当事業所の詳細が表⽰され、「削除
する」ボタンから削除することができ
ます。※「削除」は台帳とその事業所
の紐づけが切れるため、保存されてい
る通知カードのコピーや免許証のコ
ピー等を閲覧・ダウンロード等すべて
できなくなります。

3. 「表⽰」ボタンをクリックすることで、
その事業所の「事業所マイページ」に
ログインするための「Cellsドライブア
クセスキー」「事業所ID」「パスワー
ド」「ログインURL」を記載した通知書
を作成できます。
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（イ）事業所台帳の会社情報で事業所アカウントを紐付け

第２セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

1. 事業所の「会社情報」を開き、⼀番右
にある「Cellsドライブ」タブを選択し
ます。

2. 「アカウント情報取得」をクリックし、
従業員利⽤認証が表⽰されますのでID
とパスワードを⼊⼒後、リストボック
スから該当の事業所IDを選びます。

3. 「登録」ボタンを押して完了です。

事前にCellsドライブアクセスキーを登録し
ておく必要があります！！
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第3セクション

インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法
（顧問先編）

顧問先
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（ウ）お気に⼊り登録⽤ログインURLをメールで送信しておく
第３セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法〜顧問先へ案内する前にやっておきたいこと〜
ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

https://mypage-co.cells.jp/Login?key=○○○○&id=○○○○

事業所マイページのイメージを印刷して⾒せる
とわかりやすい！！
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（エ）個⼈情報フォームからマイナンバー⼊⼒表ファイルを送信
第３セクション 顧問先ごとにインターネット上の⾦庫を開設する⽅法〜顧問先へ案内する前にやっておきたいこと〜
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（ア）事業所マイページへのアクセスとお気に⼊りの登録
第３セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（顧問先編）

お気に⼊りログインURLから⼊ると⾃動的に
アクセスキーと事業所IDが⼊⼒されます。

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

https://mypage-co.cells.jp/Login?key=○○○○&id=○○○○

○○○○○○

○○○○○○

2.

Internet Explorerの「お気に⼊り」より
「お気に⼊りに追加」します。次回以降の起動
は「お気に⼊り」より選択してお使いください。

3.
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（イ）事前に送っておいたファイルをデスクトップなどに保存①

第３セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（顧問先編）

ファイルを閲覧する前に

フォルダを開くで

ファイルをデスクトップ等に保存。
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（イ）事前に送っておいたファイルをデスクトップなどに保存②

第３セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（顧問先編）

従業員から回収したマイナンバーをこのエ
クセルファイルに登録して、インターネッ
ト上の⾦庫に保管をおねがいします。

29



（ウ）事業所マイページのツール→⼊退社連絡票をデスクトップに保存
第３セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（顧問先編）

⼊社の⼿続きを依頼する際、こちらのエ
クセルファイルに必要事項を記載して、
インターネット上の⾦庫に保管をおねが
いします。
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（エ）インターネット上の⾦庫にファイルを保管する⽅法
第３セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（顧問先編）

1. 「参照」をクリックし、アップロードした
いファイルを選びます。※プログラムファ
イル（.exe等）は送信できません。送信可
能なファイルサイズは1ファイル10MBまで
です。送信サイズ上限を超えた場合は
「Webページが⾒つかりません」となり、
ファイルが送れませんのでご注意願います。
ファイル保管期間は30⽇間です。送信⽇か
ら30⽇を超えたファイルは削除されます。

2. 内容欄にはアップロードするファイルにつ
いて顧問社労⼠に伝えたい内容やお知らせ
等を⼊⼒します。

3. 「送信」をクリックでアップロードします。
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第４セクション

インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法
（社労⼠事務所編）

社労⼠事務所
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（ア）台帳起動→画⾯上部のExcelリボンメニュー「業務⽇誌」タブ→ファイル管理
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）
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（イ）⼊社連絡票を個⼈情報に適⽤する⽅法①
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

1. 台帳を開き、Excelのメニューバーにある
「業務⽇誌」タブを選択し、「ファイル
管理」をクリックします。

2. 事業所から送られてきたファイルがある
ことを確認し、ここから取り込みたい⼊
社連絡票をダブルクリックします。

3. フォームが表⽰されるので、内容を確認
し、「取込」ボタンをクリックします。
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（イ）⼊社連絡票を個⼈情報に適⽤する⽅法②
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

1. 登録予定の⽅の名前が表⽰されますので、
それぞれ切り替えて内容を確認します。
※１つのファイルで最⼤5⼈まで登録でき
ます。

2. 内容を確認し「台帳に登録」をクリック
します。「台帳に登録しますか？」は
「はい」とすると、登録された⽅の名前
が表⽰されます。
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（ウ）マイナンバー⼊⼒表を個⼈情報に反映させる⽅法①
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

1. ⼊⼒表を取り込みたい事業所台帳を開き、
「個⼈情報」から「個⼈番号⼀覧⼊⼒」の
画⾯を開き、Excelのメニューバーにある
「業務⽇誌」タブを選択、「ファイル管
理」をクリックします。

2. 事業所から送られてきたファイルがあるこ
とを確認し、ここから取り込みたい個⼈番
号⼀覧表をダブルクリックします。
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第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

1. 「取込」ボタンより取り込みます。

2. 確認フォームが出てくるので、内容を確
認して「ＯＫ」をクリックします。

（ウ）マイナンバー⼊⼒表を個⼈情報に反映させる⽅法②
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（ウ）マイナンバー⼊⼒表を個⼈情報に反映させる⽅法（⼊⼒確認）③
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

1. 該当の事業所の個⼈情報を開きます。

2. 「個⼈番号⼀覧登録」をクリックします。

3. 従業員利⽤認証でログインします。※⼀
度ログインしている場合は表⽰されませ
ん。

4. 「抽出」をクリックします。

5. 抽出条件を決定し、抽出して個⼈番号が
登録されているか確認します。
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（ウ）マイナンバー⼊⼒表を個⼈情報に反映させる⽅法（取り込めない場合）④
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）

「取込」ボタンを押した後で、左の画⾯のよ
うに個⼈番号が不正と表⽰されることがあり
ます。

個⼈番号には⼊⼒規則が決まっており、その
通りに⼊⼒がされていないと、ソフトで登録
できない仕様となっているためです。

「ＯＫ」をクリックすることで、該当者が表
⽰されますので、顧問先に連絡し、修正後、
再度⼊⼒表を送信してもらい取り込みなおし
てください。

複数⼈の個⼈番号を取り込む場合でも、⼀⼈
でも不正が出たものは取り込めません。
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（エ）Excelリボンメニュー「業務⽇誌」タブ→ファイル送信で⾦庫に保管
第４セクション インターネット上の⾦庫を利⽤する⽅法（社労⼠事務所編）
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第５セクション

インターネット上の⾦庫を利⽤
した記録を確認する⽅法
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（ア）社労⼠事務所の個⼈認証について
第5セクション インターネット上の⾦庫を利⽤した記録を確認する⽅法
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（イ）取扱状況⼀覧の利⽤⽅法
第5セクション インターネット上の⾦庫を利⽤した記録を確認する⽅法
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（ウ）顧問先の⾦庫利⽤記録を確認する⽅法
第5セクション インターネット上の⾦庫を利⽤した記録を確認する⽅法
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第６セクション

３パターンの
マイナンバー登録
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（ア）通常パターン
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ
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（イ）シート⼊⼒パターン（複数⼈同時⼊⼒）
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ
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（ウ）シート取込パターン（マイナンバーの⼊⼒は顧問先）
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ
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全従業員のマイナンバーを把握する！？
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ

給与⽀払報告書の作成業務を受託している顧問先

アルバイトのマイナンバーも管理が必要

給与⽀払報告書の作成を受託していない顧問先

アルバイトのマイナンバーも管理は不要、
ただし、社労⼠事務所でマイナンバーを管理している場合、
税理⼠や顧問先からマイナンバー情報を教えてほしい、と
問い合わせがあるかもしれない。

アルバイトスタッフが退職する際は、マイナンバー
を回収しておきましょう！
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個⼈情報フォームにデータを登録する⽅法（給与データを利⽤する場合）
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ

50



個⼈情報フォームにデータを登録する⽅法（ＣＳＶデータの取込）
第６セクション ３パターンのマイナンバー登録
だ
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第７セクション

台帳のマイナンバー機能を
有効活⽤する
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（ア）事務所ニュースや⾏政パンフレットを配信する⽅法
第７セクション 台帳のマイナンバー機能を有効活⽤する
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（イ）労働者名簿を兼ねた個⼈番号届出書
第７セクション 台帳のマイナンバー機能を有効活⽤する

社 員 No

フ リ ガ ナ

氏 名

入 社 年 月 日

郵 便 番 号

フ リ ガ ナ

住 所

通 勤 方 法

所 属

年　　　月

国 籍

健 康 保 険 番 号

基 礎 年 金 番 号

組 合 番 号

給 与 振 込 先

Email

緊 急 連 絡 先

最 終 学 歴

保 有 資 格

離 職 理 由

備 考

携 帯 番 号

雇 用 保 険 番 号

厚生年金基金番号

在留資格 在留期間

　職　　　　　　　　　種　

履　　　　　　　　　　　　　歴

通勤距離 通勤時間

退 職 年 月 日

電 話 番 号

品川商事  株式会社

生 年 月 日

性 別 役 職

労働者名簿

本人氏名/ フ リ ガナ

配偶者氏名/フリガナ ㊞

（国民年金第3号被保険者）
性別

住所（別居の場合）

扶 養 家 族 2

扶 養 家 族 3

扶 養 家 族 4

扶 養 家 族 5

扶 養 家 族 6

扶 養 家 族 7

扶 養 家 族 8

扶 養 家 族 9

扶 養 家 族 10

本人マイナンバー確認書類（個人番号カード、通知カード） 　第3号被保険者マイナンバー確認書類

本人身元確認書類（運転免許証など） 　第3号被保険者身元確認書類

担当者㊞

委任状

　私は、国民年金第3号被保険者の届出に関して、上記の者を代理人に選定し、貴社に個人番号を提供する事務を委任します。

生年月日 性別 続柄 マイナンバー

マイナンバー

生年月日

氏名 / フリガナ

個人番号届出書

マイナンバー

収入

基礎年金番号

責任者㊞
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（ウ）安全管理措置、取扱規程、マイナンバー対応⽅針等について
第７セクション 台帳のマイナンバー機能を有効活⽤する

作成したい書類名をダブルクリックしてください

特定個人情報を削除したことの証明書を作成します。

従業員からいつだれが何を受け取ったのかの記録簿を作成します。

取扱規程

契約前に個人情報を預かる場合の秘密保持に関する誓約書を作成しま
す。

マイナンバーの利用目的の通知をして、会社が従業員からマイナンバーを収集す
るための書類を作成します。

ガイドラインに基づき、特定個人情報等の適正な取扱いに確保のための取扱規
程を作成します。非中小規模事業者、委託事務所用です。

削除証明書

マイナンバーに対応した顧問契約書を作成します。

契約前の誓約書
マイナンバー制度開始に向けて、従業員へのお知らせ書類を作成します。

退職時誓約書
退職後の秘密保持に関する誓約書を作成します。

委任状

マイナンバー対応方針

3号届提出時の配偶者本人確認の委任状を作成します。委任状は[事業所ファイ
ル]-[e-G ov]-[委任状]からも作成できます。

就業規則

秘密保持に関する誓約書を作成します。
誓約書

覚書

事務担当一覧

報告書

ガイドラインに基づき、特定個人情報等の適正な取扱いに確保のための取扱規
程を作成します。中小企業については、一部の安全管理措置が緩和されます。

既に交わした契約書に、マイナンバーに関する取り扱いを補足するため
の覚書を作成します。

従業員へのお知らせ

マイナンバー提出のお願い

雇用管理情報保護規程

自社のマイナンバー対応方針説明資料（Pow erPoint）を作成します。

提供の求めの記録

受取り記録

C ellsドライブのセキュリティ
Cellsドライブのセキュリティについての説明資料（Pow erPoint）を作成しま
す。

マイナンバーに関わる契約の遵守状況についての報告書を作成します。

従業員からマイナンバーの提供を受けられない場合に、提供を求めた経
過の記録簿を作成します。これにより、単なる義務違反ではないことを明
確にします。

ガイドラインに基づき、「取り扱う事務の範囲」、「特定個人情報等の範囲」、「事務
取扱担当者」を明確化するための一覧を作成します。「ファイル出力」で顧問先に
渡せば、顧問先は事務担当一覧を見ると「入社」、「退社」等のカテゴリ別に社労
士事務所に伝えてほしいリストが確認できます。

取扱規程（中小規模事業者用）

ガイドラインに基づき、特定個人情報等の適正な取扱いに確保のための基本方
針を作成します。 事業所で雇用する労働者の個人情報（雇用管理情報）についての保護

規程を作成します。

就業規則に追加する文例を作成します。マイナンバーに対応した就業規
則H27.10月版は処理ファイル「就業規則etc」に収録されいます。

契約書

基本方針

個人情報保護規程
事業所で取扱う個人情報全般についての保護規程を作成します。

マイナンバー

社内規定（マイナンバー関連） 社内規定（マイナンバー以外）

従業員向け

その他

終了

55



（エ）個⼈毎のマイナンバーを登録・管理しない⽅法
第７セクション 台帳のマイナンバー機能を有効活⽤する
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（オ）個⼈情報にマイナンバーが登録されていない場合の電⼦申請
第７セクション 台帳のマイナンバー機能を有効活⽤する
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社会保険のマイナンバー対応について

標準報酬等級の上限追加
社会保険取得届の新様式対応
社会保険取得届のマイナンバー対応
社会保険喪失届の新様式対応
社会保険喪失届のマイナンバー対応
扶養届の新様式対応
扶養届のマイナンバー対応
３号の新様式対応
３号のマイナンバー対応
住所変更届の廃止
氏名変更届の廃止
月変用紙のマイナンバー対応
算定用紙のマイナンバー対応
賞与届用紙のマイナンバー対応
社会保険CSVのマイナンバー対応
FD申請のマイナンバー対応
５００人以上のパート社会保険加入に伴う総支給額判定


