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お知らせ 

新商品リリース時期変更のお知らせ 

 

新商品のリリース日が当初予定から変更となります。 

・「データ管理の達人」2016年1月初旬 

・「電子申告の達人」 2016年4月中旬 

 

ご契約者様へは、9月16日にFAX等で概要についてご連絡させていただきました。 

詳細な資料につきましては10月中旬頃に改めて送付いたします。 

また、達人ホームページにも掲載する予定です。 

 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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平成27年 平成28年 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 ８月 ９月 

■イベント 

■既存商品 

申告書作成ソフ
ト 

達人Cube 

■新製品 

データ管理の達
人 

電子申告の達人 

■運用 

お知らせ 新たなロードマップ 

新たなロードマップ 

▼マイナンバー通知開始 ▼マイナンバー運用開始 

現行バージョン 

マイナンバー対応バージョン（順次リリース） 

現行バージョン 

措置バージョン（「顧問先管理」等の延伸） 

新Ver. 

データ管理の達人 

電子申告の達人 

「顧問先管理」データ移行期間 

「メッセージボックス管理」 
データ移行期間 

▼マイナンバー収集開始 

延期 

延期 

顧問先管理 
電子申告機能 

終了 

10月中旬に詳細な情報
をお伝えします。 
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第二部：マイナンバー制度（開始）に向けた「達人シリーズ」の対応 

Agenda 

①はじめに  

新商品 
「データ管理の達人」 

新商品 
「電子申告の達人」 

既存「達人シリーズ」 
「達人Cube」 

②新商品の 
ご紹介 

③マイナンバー 
関連機能の拡充 

④新商品の 
ご紹介 

⑤まとめ 



5 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 

はじめに 

商品の全体構成 
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新商品『データ管理の達人』の紹介 

新商品 

『データ管理の達人』のご紹介 
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新商品『データ管理の達人』の紹介 

個人番号を含む顧問先事業者のマスターデータを安全に管理し、「業務ソフトウェア」
と簡便に連携します。また「業務ソフトウェア」で登録されたデータを一元的に管理す
る機能も搭載しています。 

１．商品概要 
 

２．マスターデータ管理機能 
 

３．個人番号収集機能 
 

４．業務ソフトウェア管理機能 
 

５．セキュリティ管理機能 
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『データ管理の達人』の機能紹介 商品概要（１） 

１．商品概要（１） 現行機能との対応関係 

現行の達人Ｃｕｂｅのデータ管理系機能を「データ管理の達人」に統合・機能強化し、より便利になります。 

統合 
＆ 

機能
強化 

 

現行達人Ｃｕｂｅのデータ管理系ソフト データ管理の達人 

・顧問先管理 
・データベース管理 
・データ管理 
・セキュアデータ 

・マスターデータ管理 
 ⇒顧問先管理の代替機能 ＋ 個人番号管理 
 
・業務ソフトウェアデータ管理 
 ⇒データベース管理・データ管理の代替機能 
 
・セキュリティ管理 
 ⇒セキュアデータの代替機能  
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『データ管理の達人』の機能紹介 商品概要（２） 

１．商品概要（２） 「データ管理の達人」の主要な役割 

 

 

① マスターデータ管理／個人番号収集 

・顧問先事業者の基本情報、個人番号の情報といった「マスターデータ」を管理 

・NTTデータが管理する達人Cubeセンター内に保管 

・顧問先事業者の従業員等の個人番号を収集する仕組みを保持 

② 業務ソフトウェアのデータ管理 

・会計事務所内「業務ソフトウェア」で作成したデータベースを統合的に管理 

・「業務ソフトウェア」で作成した業務データを統合的に管理 

③ セキュリティ管理 

・達人Cubeセンターの「マスターデータ」、および会計事務所に保管する 

  「業務ソフトウェア」データの セキュリティ設定を統合的に管理 

データ管理の達人 
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『データ管理の達人』の機能紹介 マスターデータ管理機能 

２．マスターデータ管理機能 

顧問先事業者のマスターデータ（基本情報、個人番号）を、達人Cubeセンターで保管します。 

データ管理の達人 

会計事務所 達人Ｃｕｂｅセンター 

～事業者データベース～ 
現行の顧問先管理相当の事業者 
情報を保管します。 

～個人番号収集データベース～ 
収集した個人番号等の特定個人 
情報を保管します。 

顧問先事業者のマスターデータ 

Internet 

・達人Cubeセンターへ登録したマスターデータは、 
   「業務ソフトウェア」を利用する際のマスター情報として連携・活用が可能です。 
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『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能 

３．個人番号収集機能  ～多様な収集・登録方法～ 

会計事務所、顧問先事業者の特性に応じた多様な方法で、個人番号を簡便に収集・登録することができます。 

「データ管理の達人」を用いた個人番号の収集・登録方法は４種類 
 
 

（１）手動で登録 
          会計事務所で、データ管理の達人から顧問先で必要な番号全てを登録する方法 

 

（２）従業員等がスマホ等で個別に登録 
          顧問先の従業員等に、スマホ等から直接番号を登録してもらい収集する方法 

 

（３）依頼元がPCアプリで一括登録 
          顧問先の担当者に、PC等から従業員等全員の番号を登録してもらい収集する方法 

 

（４）依頼元の収集結果を参照 
          顧問先がデータ管理の達人を使って収集した結果を、会計事務所から参照する方法 
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達人Ｃｕｂｅ 
個人番号収集DB 
（会計事務所側） 

データ管理の達人 

番号登録・利用 

会計事務所 

『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能（１） 

３．個人番号収集機能（１） 手動で登録 

会計事務所にてデータ管理の達人を使って、顧問先で必要な番号全てを登録する方法です。 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

顧問先事業者 

番号報告 

顧問先従業員 

番号情報 
取り纏め 
（紙面等） 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

 
・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

 

・番号の収集自体の方法は問わず、何らかの形で集めた番号を全て会計事務所側で登録します。 
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達人Ｃｕｂｅ 
個人番号収集DB 
（会計事務所側） 

データ管理の達人 

番号利用 

会計事務所 

『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能（２） 

３．個人番号収集機能（２）依頼元がスマホ等で個別に登録 

顧問先の従業員等に、スマホ等から直接番号を登録してもらい収集する方法です。 

・従業員等が自身の携帯端末で登録することが基本ですが、 
   事務所職員がタブレットPCを持ち歩き、従業員の方々の番号を代わりに登録することも可能です。 

顧問先従業員等 

スマートフォン・タブレット等 
（Mini タブレット） 

番号登録 

アカウント 
通知 

個人番号等 
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『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能（３） 

３．個人番号収集機能（３）依頼元がPCアプリで一括登録 

顧問先の担当者に、PC等から従業員等全員の番号を登録してもらい収集する方法です。 

・番号登録用のアカウントは顧問先事業者の番号担当者にだけ付与します。 
   顧問先事業者の番号担当者は、社内のPC等から従業員全体の複数の番号を一括して登録します。 

達人Ｃｕｂｅ 
個人番号収集DB 
（会計事務所側） 

データ管理の達人 

番号利用 

会計事務所 顧問先事業者 

社内ＰＣ 
（Mini アプリ） 

番号登録 

番号報告 

顧問先従業員等 

アカウント 
通知 

個人番号等 
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『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能（４） 

３．個人番号収集機能（４）依頼元の収集結果を共有 

顧問先がデータ管理の達人を使って収集した結果を、会計事務所から共有する方法です。 

・顧問先事業者側の「データ管理の達人」の個人番号収集データベースに蓄積された個人番号を、 
 会計事務所側から参照します。 
・会計事務所側からは参照して利用することが可能ですが、内容の変更はできません。 

達人Ｃｕｂｅ 
個人番号収集DB 
（顧問先事業者側） 

データ管理の達人 

番号利用（※参照のみ） 

会計事務所 

顧問先事業者 

番号登録 

番号報告 

顧問先従業員等 

データ管理の達人 
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『データ管理の達人』の機能紹介 業務ソフトウェア管理機能 

４．業務ソフトウェア管理機能 

事務所内に存在する「業務ソフトウェア」のデータベース、業務データを一元的に管理できます。 

 

・既存の「達人Cube データベース管理」・「達人Cube データ管理」を統合し、業務を横断して 
 データベース単位・データ単位の統合的な管理が可能です。 
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『データ管理の達人』の機能紹介 セキュリティ管理機能（１） 

５．セキュリティ管理機能（１）データのアクセス制御 

達人Ｃｕｂｅログインユーザーのアクセス設定を組み合わせる事で、高度なアクセス制御を実現できます。 

事業者情報 Ａ社データ 

Ｂ社データ 

 
個人番号 

 

個人番号 

達人Ｃｕｂｅ ログインユーザーの設定状態 

非ログイン、or 
ＤＢ利用権限なし 

Ａ社データ利用権限なし 

Ａ社個人番号データ 
利用権限なし 

Ｂ社データ利用権限なし 
Ｃ社個人番号利用権限なし 
Ｄ社データすべて利用権限あり 

組み合わせにより高度なアクセス制御が可能 

Ｃ社データ 
個人番号 

Ｄ社データ 
個人番号 

各データベース（マスター・ローカル） 

・既存の「達人Cube セキュアデータ」のアクセス制御機能を移植・強化します。 
・マスターデータ（事業者データベース）へ精緻なアクセス制御を設定しておけば、 
   業務ソフトウェアの個別のデータベースへの設定は必要ありません。（※個別の設定も可能です） 



18 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 

『データ管理の達人』の機能紹介 セキュリティ管理機能（２） 

５．セキュリティ管理機能（２）マスターデータの安全管理措置 

センターのマスターデータは安全管理措置を考慮した状態で、安心・安全に管理されます。 

達人Ｃｕｂｅセンター 会計事務所 

ユーザー１：アクセス制限なし 

ユーザー２：アクセス制限あり 

Internet Ａ社データ 

Ｂ社データ 

技術的安全管理措置との対応関係（下図赤枠点線内） 
 ① アクセス制御 
 ② アクセス者の識別と認証 
 ③ 外部からの不正アクセス等の防止 
 ④ 情報漏洩等の防止 

・Ｃｕｂｅログインアカウント 
 による認証 ② 
・詳細かつ柔軟なアクセス制御① ② 

セキュアな通信 ④ 

堅牢なデータセンターでの保管 ③ 

強固な暗号化④ 

アクセスログの蓄積 ① 
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技術的安全管理措置との対応関係（下図赤枠点線内） 
 ① アクセス制御 
 ② アクセス者の識別と認証 
 ③ 外部からの不正アクセス等の防止 
 ④ 情報漏洩等の防止 

『データ管理の達人』の機能紹介 セキュリティ管理機能（３） 

５．セキュリティ管理機能（３）「業務ソフトウェア」データの安全管理措置 

会計事務所内の「業務ソフトウェア」データは安全管理措置を考慮した状態で、安心・安全に管理されます。 

会計事務所 

・Ｃｕｂｅログインアカウント 
 による認証 ② ③ 
・詳細かつ柔軟なアクセス制御 ① ② 

強固な暗号化 ④ 

アクセスログの蓄積 ① 

外部ファイル出力時も 
強固な暗号化 ④  

 

暗号化 

Ａ社データ 

Ｂ社データ 

ユーザー１：アクセス制限なし 

ユーザー２：アクセス制限あり 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

既存「達人シリーズ」の 

機能拡充(マイナンバー関連) 



21 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 

既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

１．帳票へのマイナンバー関連項目の追加 

 

２．個人番号に関する安全管理措置対応 

 （１）特定個人情報（個人番号等）の暗号機能の強化 

 （２）アクセス制御機能の強化 

 （３）出力制御機能の強化 

 

３．新サービスとの連携対応 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

１．帳票へのマイナンバー関連項目の追加 

帳票に個人番号が出力。 

基本情報の登録画面 

・「基本情報の登録」画面、帳票等に個人番号を 
 追加。 
・チェックデジットを使用したエラーチェックに 
 より入力ミスを防止。 

個人番号：123456789012 帳票の出力 

帳票イメージ 

マイナンバー(個人番号、法人番号)の登録を可能とし、帳票に出力することが 
可能となります。 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

１．帳票へのマイナンバー関連項目の追加 

2016年1月初旬 

リリース時期 税目 

申請・届出書の達人、減価償却の達人 

2016年1月下旬 消費税の達人（平成26年度以降用）、事業所税の達人 

2016年2月初旬 年調・法定調書の達人（平成28年分版） 

2016年8月頃 所得税の達人（平成28年分版） 

2016年9月初旬 
相続税の達人（平成28年分以降用） 

財産評価の達人（平成28年分以降用） 

2016年5月下旬 
法人税の達人（平成28年度版） 

内訳概況書の達人（平成16年度以降用） 

2016年6月下旬 連結納税の達人（平成28年度版） 

マイナンバー対応について、下記のスケジュールを予定しております。 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

２．個人番号に関する安全管理措置対応（１）特定個人情報の暗号機能の強化 

特定個人情報（個人番号を含む）を「強固な暗号化」で安全に保管可能とします。 
 
①データベースに保存する特定個人情報（個人番号を含む） 
②特定個人情報（個人番号を含む）を含む外部ファイル（CSVファイル） 

①データベースに保存する 
特定個人情報（個人番号を含む） 

各データベース 

 
 ②外部ファイル 

（CSVファイル等） 

強固な暗号化をして「保存」 

強固な暗号化をして「出力」 

達人シリーズ 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

２．個人番号に関する安全管理措置対応（１）【補足】「強固な暗号化」について 

情報の暗号化方式は、国際標準の暗号化規格に、弊社独自のロジックを加味したもので、 
現実的な有限期間での解読は不可能な水準を達成しています。 
 
また、復号化に必要な情報は、マスターデータ、「業務ソフトウェア」データ、 
いずれの場合でも、達人Cubeセンターと事務所内に分散して管理されています。 

達人Ｃｕｂｅセンター 会計事務所内 

復号キー 
① 

復号キー 
① 

復号キー 
② 

復号キー 
② 

暗号化データ 

暗号化データ 

マスターデータ 

業務ソフトウェア 
データ 

情報の 
分散管理 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

２．マイナンバーに関する安全管理措置対応（２）アクセス制御機能の強化 

○データベースに記録されるアクセスログ 

日時 職員名 詳細内容 個人番号 

2017/01/26 10:32:23 
 

佐藤 ○○ 社員○○の給与の源泉徴収票を出力 アクセス有り 

2017/01/26 10:32:24 
 

佐藤 ○○ 社員△△の給与の源泉徴収票を出力 
 

アクセス有り 

各データベース 

アクセス制御およびアクセスログ（「いつ」、 「だれが」 、 「なにを」したか）の 
記録が可能となります。 

アクセスログの記録 

個人番号 

Ｂ社データ利用権限なし 
Ｃ社個人番号利用権限なし 
Ｄ社データすべて利用権限あり 

高度なアクセス制御が可能 

Ｃ社データ 
個人番号 

Ｄ社データ 
個人番号 

Ｂ社データ 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

２．個人番号に関する安全管理措置対応（３）出力機能制御強化 

個人番号：１２３４５６７８９０１２ 

個人番号：２３４５６７８９０１２３ 

印刷（マイナンバー表示モード） 

個人番号：             

個人番号：             

印刷（マイナンバー非表示モード） 

個人番号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

個人番号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

印刷（マイナンバーマスクモード） 

個人番号：１２３４５６７８９０１２ 

個人番号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

画面 

「マイナンバーを出力する」 / 「マイナンバー
を出力しない」 / 「マイナンバーをマスク出力
する」の３つの印刷モードから選択可能。 

個人番号へのアクセス権限があるユーザでも、目的外利用の防止対策として個人番号の
出力を制御することが可能となります。 

カーソルを当てた項目以外の個人番号はすべて
マスク表示。 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

３．新サービスとの連携対応（１）「データ管理の達人」との連携 

・達人シリーズに登録した基本情報で「データ管理の達人」に登録されている事業者情報を 
 更新することも可能となります。 

「達人シリーズ」の基本情報の登録画面 

[参照]ボタンから事業者情報を取り込み可能。 

取り込み 

呼び出し 

事業者情報の取り込み確認画面 

「データ管理の達人」に登録した「事業者情報」をシームレスに取り込むことが可能と
なり、顧問先の基本情報を入力する作業を軽減できるようになります。 

「データ管理の達人」 
事業者情報 

「年調・法定調書の達人」 
事業者情報 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

３．新サービスとの連携対応（１）「データ管理の達人」との連携 

社員の編集画面 

取り込み 

呼び出し 

個人番号保有者一覧画面 

「データ管理の達人」に登録した「個人番号情報」をシームレスに取り込むことが可能
となります。 

[参照]ボタンから個人番号の取り込みが可能。 

・「年調・法定調書の達人」では、データのインポート機能より 
 複数の社員や受給者等の個人番号を一括して取り込むことが可能となります。 

個人番号：123456789012 
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既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連) 

３．新サービスとの連携対応（２）「電子申告の達人」との連携 

達人シリーズ 
電子申告の達人 

データ連携 

既存「達人シリーズ」から、新サービスの「電子申告の達人」とシームレスに 
データ連携可能となります。 

・「電子申告の達人」では、直接「達人シリーズ」とのデータ連携が可能となります。 
・新サービスの詳細については、後の「電子申告の達人」の機能紹介で説明いたします。 
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達人シリーズと他社ソフトとの個人番号の情報連携 

 
暗号化済 
ファイル 

暗号化/復号化 
処理 

NTTデータが定める 
暗号化方式の採用 

個人番号の連携用のファイルは以下の２種類 
 

・既存の連携用ファイルに個人番号を追加した形式 
・個人番号のみを連携するための新しい形式 

達人シリーズ 他社ソフト 

給与ソフト等 

データ管理の達人 

年調・法定調書の達人 

達人シリーズと他社ソフトの間では、NTTデータが定める「強固な暗号化」
を実施したファイルを介して、個人番号の情報を連携することが可能です。 
 

※ 対象となる他社ソフトは、既存の連動ソフトメーカーを中心に協議中です。 

個人番号情報 
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新商品『電子申告の達人』の紹介 

新商品 

『電子申告の達人』の紹介 
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新商品『電子申告の達人』の紹介 

「業務ソフトウェア」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、
署名・送信まで行えます。複数の電子申告データの一括署名・送信機能にも対応して
います。その他、電子申告を行う上で便利な機能も搭載しています。 

１．商品コンセプト 
 

２．電子申告データ取込機能 
 

３．電子申告データ検証／署名／送信機能 
 

４．電子申告データ確認機能 
  （１） 受付結果確認・メッセージボックス確認 
  （２） 進捗管理 
 

５．セキュリティ機能 
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１．商品コンセプト 

国税・地方税のすべての電子申告業務を、ひとつのソフトウェアで統合的に運用・管理ができます。 

『電子申告の達人』の機能紹介 商品コンセプト 

・すべての電子申告関連業務を統合し 
 リストから直接アクセス可能 
・作業フローを考慮した画面構成 
 ⇒操作性向上・作業漏れ防止 

従来の電子申告業務ソフト群 電子申告の達人 

・顧問先管理（電子申告関連部分） 
・電子申告機能 
・電子申告進捗管理 
・メッセージボックス管理 

統
合 
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２．電子申告データ取込機能 

「業務ソフトウェア」や外部システムのデータを電子申告データに変換・取込を行う機能です。 

『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ生成機能 

複数顧問先のデータの一括取込・ 
禁則文字自動変換に対応 
    ※ 本機能は順次追加の予定です。 

※ 現行の「達人Cube 電子申告機能」を強化した機能です。 



36 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 

３．電子申告データ検証／署名／送信機能 

生成した電子申告データに対して、検証／署名／送信を実施する機能です。 

『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ検証／署名／送信機能 

複数のデータに対し一括で 
検証／署名／送信処理が可能 

※ 現行の「達人Cube 電子申告機能」を強化した機能です。 
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４．電子申告データ確認機能（１） 受付結果確認・メッセージボックス確認 

送信した結果の確認・管理等を統合的に実施することができる機能です。 

 

『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ確認機能（１） 

※ 現行の「達人Cube メッセージボックス管理」を強化した機能です。 

受付結果確認 
送信データごとの受付結果 
確認が可能 
    ※ 本機能は順次追加の予定です。 

メッセージボックス確認 
メッセージ一覧の確認や 
メッセージ詳細の確認が可能 
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４．電子申告データ確認機能（２） 進捗管理 

電子申告業務の作業状況を一覧化し、統合的な管理ができる機能です。 

 

※ 現行の「達人Cube 電子申告進捗管理」を強化した機能です。 

『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ確認機能（２） 

・電子申告データとメッセージデータから、 
 電子申告データ作成・提出状況の把握が可能 
・期間や手続き、顧問先で絞り込みをかけて、 
 電子申告データごとに効率的な状況把握が可能 
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５．セキュリティ機能 

マイナンバーの安全管理措置を考慮して、電子申告データのセキュリティを強化します。 

 

『電子申告の達人』の機能紹介 セキュリティ機能 

データベース保存時 

電子申告送信時 

データ閲覧・編集時 

データ出力時 

電子申告データ・ 
メッセージデータ一覧表示時 

強固な暗号化④ 
（電子申告データ等） 

・送信操作制限④ 
・暗号化通信 ③ ④ 

・達人Cubeセンター認証② ③ 
・データのアクセス制御① 

・個人番号閲覧制限 ① 
・マスク機能④ 

個人番号出力制限④ 

技術的安全管理措置との対応関係（下図赤枠点線内） 
 ① アクセス制御 
 ② アクセス者の識別と認証 
 ③ 外部からの不正アクセス等の防止 
 ④ 情報漏洩等の防止 
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まとめ 

マイナンバー対応の７つのポイント 
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達人Cube「インフォメーション」（ログイン後）
からも閲覧可能です。 

株式会社ＮＴＴデータ 達人ＨＰ マイナンバー特設ページ 

参考： マイナンバー特設ページの開設 
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Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 
本資料には、当社の秘密情報が含まれております。当社の許可なく第三者へ開示することはご遠慮ください。 

ご清聴ありがとうございました。 


	お知らせ
	第二部：マイナンバー制度（開始）に向けた「達人シリーズ」の対応
	はじめに
	新商品『データ管理の達人』の紹介
	『データ管理の達人』の機能紹介 商品概要
	『データ管理の達人』の機能紹介 マスターデータ管理機能
	『データ管理の達人』の機能紹介 個人番号収集機能
	『データ管理の達人』の機能紹介 業務ソフトウェア管理機能
	『データ管理の達人』の機能紹介 セキュリティ管理機能
	既存「達人シリーズ」の機能拡充(マイナンバー関連)
	達人シリーズと他社ソフトとの個人番号の情報連携
	新商品『電子申告の達人』の紹介
	『電子申告の達人』の機能紹介 商品コンセプト
	『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ生成機能
	『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ検証／署名／送信機能
	『電子申告の達人』の機能紹介 電子申告データ確認機能
	『電子申告の達人』の機能紹介 セキュリティ機能
	まとめ
	参考： マイナンバー特設ページの開設

