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ֶ䩛ְֹגהחծׅ֮תְׂ׀ֲהָկ
ך倯ղׁծ⦐➂✲噟כպس؎չ然㹀歍デؖךֿ
然㹀歍デחꟼֶׅ䝢鍑寸חֽ⸔ךծ㼰זד׃
կ׃ת׃⡲䧭ְחה䞔㜠ך䙼ְ剑倜הל
ךקծ㢳ְ然㹀歍デךהֿז⦜ծֻבַ
㼰ד׃嚂ֶׅח䩛⠗ְָהלֹד䙼ְׅתկ
ծ⠓鎘ג׃ GSFFF זה堣⠓ְֻג䭯莆ח
կׅד䎊ְל

կֲ׳׃ת׃ؙحؑث٦ُٕآ؛أך秛玗ה崧ךדת然㹀歍デכ׆ת

前年度の「申告納税額」（１年間の所得税額）が 15 万円以上だった場合は、
前年の申告納税額の３分の１を７月と 11 月にそれぞれ前払いで納税しなけれ
ばいけません。これを予定納税といいます。ただ、これは前払いであって、
納税額が増えるわけではないのでご安心を。
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新しい事業年度スタート
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９月ごろ

12/31または
年内最終日

２月上旬

２月中旬

２月末まで

３/５まで

３/10 まで

３/15 まで

※3/15 が土曜日または日曜日の場合は次の月曜日
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剅겲ז䗳銲ח䱼ꤐז⚺
・原則開業から 2 ヶ月以内
・前の年の 3/15 まで
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⠓鎘 GSFFF ו葿٥涯葿ꫬכ
կׅתְג׃㼎䘔ח歍デך
׃ַ׃ ��� 䊩㔳חֲ״ך
䊴˟ָז㣐ֹכח玗겘ך
眍玗ꫬזךְ׃葿歍デָ㖇
⦜涸ׅדًأأؔחկ
ꫬ葿歍デ䪫钠歍锜剅ָ劢䲿⳿ך
倯כ➙䎃ך ���� ׆䘌חדת
կֲ׳׃ת׃⳿䲿ח
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⦐➂✲噟⚺ך然㹀歍デ倯岀כ涯葿ꫬה葿ך珏겲

剑瀉 � ⴓד荈ⴓך秛玗겘鑐皾ׅ倯岀
電子申告をする場合にはマイナンバーカードが必須となっています。
カードの交付には申請から 2 ヶ月程度かかる場合も。電子申告を考えて
いない方も、青色申告をするのに必要な「青色申告書」にはマイナンバー
の記入が必須ですので、早めに通知書を準備しておきましょう！

マイナンバーカード
申請は余裕をもって

帳簿付け
事前届出

確定申告で
必要な書類
特別控除

必要（複式簿記）
必要

青色申告決算書
確定申告書
65 万円または 10 万円

青色申告
必要（単式簿記）
不要

収支内訳書
確定申告書
なし

白色申告

控除 ／ 制度名 対象になる場合 必要な書類

青色申告承認申請書の提出期限

չꫬ葿歍デך玗겘鏺倖պ⢪ִלծ涯葿歍デꫬה葿歍デך㜥さך秛玗겘知⽃
瘶ִח颵㉏ךוזⰅ　կ鋅鴥ׅתֹדָהֿّׅٝء٦ُٖىءח
נכח倯ְג鶳歍デ倯岀ךծ➙䖓דךֹד嫰鯰玗겘דֽ
噟כչꫬ葿歍デ䪫钠歍锜剅պז䗳銲חꥷךկꫬ葿歍デׅד GSFFF 搀俱⡲ד
䧭דךׅתֹדծ劢䲿⳿ך倯כ僽ꬊ׀ⵃ欽ְֻׁկ

然㹀歍デכח圫ղז剅겲ָ䗳銲ׅדկⰅ䩛ח儗ַַָדך֮ךծֶ傍ך彊⪒ָ
կׅדֶׅׅ

社会保険料を納めた　
住宅ローンを支払った
10 万円以上医療費がかかった

1 万 2000 円以上市販薬を　
購入した

ふるさと納税などの寄付をした
3 年以内に FX や株式売買で
損失があった　
例）小規模企業共済掛け金
を支払った

社会保険料控除
住宅ローン控除
医療費控除
セルフメディケーション制度
※医療費控除と併用できないので、
どちらか一つを選択する必要あり

寄付金控除

繰越控除

その他控除

社会保険料の控除証明書
住宅借入金残高証明書など
医療費領収書

健康診断の受診証明書類と
市販薬の領収書

寄付金受領証明書
株式の取引報告書などの　
投資関連書類

各種控除証明書

青色申告するためには事前に「青
色申告承認申請書」を税務署に提
出する必要が！未提出の方は白色
申告しかできません。

$)&$,

経費
100 万円

白
色

青
色

※わかりやすくするため、詳細な税率や金額などは簡略化しています。

納税額 所得額（売上ー経費（ー控除））＝課税対象

税額
60万円

経費
100 万円

控除
65 万円

税額
47万円

13万円 もの差が !!

涯葿ꫬה葿ְֻוד玗ꆃָ㢌ך
売上 400 万円

̓玗겘鏺倖ֿכ

TUFQ �խ䗳銲剅겲꧊
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ꫬ葿歍デ寸皾剅כ � ծ䴦渣זַآ٦ل
鎘皾邌ה顡⦵㼎撑邌ָ暴חꅾ銲ׅדկ
זוծ傈ղכח鎸Ⰵׅא✳ךֿ
זוծג׃ծַך⢪ꆃֶחהֿ
㡰♳ַָ֮ך鎸ꐮׅչ➬鏬պ遤ֲ
䗳銲ָ֮ծꫬ 葿歍デכדծֿ կׇתְֽלֽז遤ד䕎䒭ך醱䒭砢鎸גⰋ

ꫬ葿歍デ寸皾剅כה

荈ד僇稢》鴥דծ➬鏬荈⻉

חָؙٓ⸃Ⰵךծ걄　剅ל鴥》ד⫸歗ز٦ءٖ

経費になるかどうかの一般的な基準
は「業務をするために必要であるか
どうか」です。悩みがちなところで
すが、事業に必要で使ったものは自
信を持って経費にしましょう。

どんなものが経費に？

自宅兼事務所の家賃や光熱費、携帯電話代など、プ
ライベート・事業の両方で使用しているものの一部
は経費に計上でき、これを「家事按分」といいます。
この便利な「家事按分」制度の利用も freee ならラ
クラク。比率を入れるだけで、自動で計算してくれ
ます。ただし、「合理的な説明ができる比率」であ
る必要があります。

事業とプライベート、兼用している
費用は？

何を選べば良いか悩まれる方が多い
勘定科目。でも心配いりません。
確定申告では、あくまで課税される
所得の金額さえ確かなら、勘定科目
の厳密な分類はしなくても、実は大
丈夫です。
ただし、「同じ用途で使ったものは同
じ科目にする」ことが肝心です。

勘定科目がわからない

✲噟䨽䖤כֻ׃♶欵䨽䖤֮ך倯כ寸皾剅ך䲿⳿ָ䗳銲ׅדկ
䎃ך✲噟ךչ㡰♳պהչ穗顤պ꧊鎘׃ծꫬ葿 � 涯葿寸皾剅⡲䧭ׅת׃կ
穗顤כ갪湡㹀猰湡חה׀꧊鎘ֲ׳׃ת׃կ

ꋒ遤س٦ؕزحآؙٖװ涫ꐮׅהծ荈
կׅת鴥》ⵃ欽僇稢ד
ꟼׅחծ✲噟ַ⚥ך僇稢ת鴥》
ծ《䒷涫ꐮָ㸣✪կדֽ鼅䫛ׅך
㹀猰湡כ荈ד䱿庠ׁծًٝזؐس➬
鏬ָؕٝחٝة⸬桦⻉ׅתֹדկ
涫ꐮׁⰻ㺁כ醱䒭砢鎸ך䕎䒭ח荈ד
㢌䳔ׁדךծ⠓鎘ך濼陎ד׃ז䌘砢
ָ㸣䧭鯄鎸أىך䩛満ֽׅתկ

䴦渣鎘皾剅٥顡⦵㼎撑邌荈ד⡲䧭
GSFFF 鎸ꐮׅחֲ״ך㹺鎘砢Ⰵ⳿ךꆃֶך傈ղכד
⠓鎘䌘砢ָ⡲ךוז筨㹀⯋䌘װ鏬䌘➬חծ荈涸דֽ
䗳銲חꥷךծ然㹀歍デגְב㛇חⰻ㺁ךծתկׅת
⡲䧭կד荈չ䴦渣鎘皾剅պװչ顡⦵㼎撑邌պז
砢鎸װꨇְ׃⠓鎘濼陎ָגֻזծؕٝחٝة䌘砢➰ֽה剅
겲ך⡲䧭ָׅתֹדկ

彖ךز٦ءٖתⳢ椚כծ孡ָꅾֻךזկ
ծGSFFFز٦ءٖ鴥》דشٍؗأ فح،גהתח
կׅתֹדָהֿ涫ꐮׅדծ넝鸞לׅس٦ٗ
傈➰װꆃ겘כ荈ד铣דך》䩛Ⰵ⸂ָؚהح㼰ֻזկ
侧ָ㼰זֲ״ְזծדموأ鸬竲 � 卐א׆乆䕦》ג׃鴥
���կ1ׅת֮倯岀 撑

醱䒭砢鎸גꨇֲ׃ ���
傈ղך穗椚 GSFFFלׅדծ寸皾剅⡲䧭ٝةٝؕכ

醱䒭砢鎸ך濼陎ׇתְ

䴦渣鎘皾剅٥顡⦵㼎撑邌ش�

խխխ
قⰻ鏬卐笭صد

　50㎡のアパートを
借りていて、20 ㎡の
ひと部屋を事業に
使っています。
家賃が10万円の場合、
10万円 ×20/50 =  4
万円が経費になりま
す。

⢽
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副業をしている方の確定申告に特化した「簡
単モード」※をリリースしました。入力する
項目が、副業向けにあらかじめ絞られてい
るので、迷うことなく確定申告書の作成が
できるようになります。
* サインアップ画面、もしくは確定申告書の作成画面で「業
種：会社員」「申告する内容：雑収入」「モード：簡単モー
ドに切り替える」を選択してください。

副業収入の方向けの
確定申告機能も

三表の株式の譲渡・上場株式の配当・先物
取引（FX）と、四表の損失申告に日本初で
対応しました！質問にそって入力するだけ
で、自動で確定申告書に反映されるので、
さらに申告書の作成がカンタンに。

株・FX の所得も
ステップ式で入力できる

確定申告前になって気がつくものと言えば、
日々の経理の大切さ。カンタンにできる日々の
経理のコツとしてオススメなのが、事業用とプ
ライベート用の口座を分けること。会計 freee
と事業用の口座を同期すれば確認の手間が一気
に省けます。

事業用とプライベートで
銀行口座を分けよう

レシートは立派な証憑（取引の成立を立証
する書類）です。わざわざ手書きの領収書
をもらう必要はありません。むしろ手書き
の領収書は、後で金額や相手先を書き換え
ることが可能なので、内容を変更しづらい
レシートの方が信頼性も高くなります。

手書きの領収書でなく、
レシートをもらおう

倜堣腉חׁד⤑ⵃח

裏表紙の節税リストも合わ
せてチェック！
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然㹀歍デ剅ծ猘ח䗳銲ךוכךז剅겲

GSFFF ְֻֽג瘶ִח颵㉏כ然㹀歍デ剅ז
傈ղך穗椚 GSFFF ֽאד
颵㉏ך䕎䒭فحذأծכה֮
�Ӵח ծדְֻֽג瘶ִד
然㹀歍デ剅ָ⡲䧭חٝةٝؕ
կׅתֹד
⼔洽顤䱼ꤐぐ珏䱼ꤐװ鼧➰
⡲䧭דծ荈剅겲ꟼׅח
կׅתֹדָהֿׅ
颵㉏חה׀ծⰅ⸂倯岀♨㻝
אָآ٦لفٕق׃鍑铡ח
鶳ח⸃ծⰅדךְגְ
儗׀כ崞欽ְֻׁկ
ꨇְ׃⠓鎘ך濼陎ְָז倯
ⴱג然㹀歍デׁ倯
㸜䗰ֶג׃⢪ְְתֽ
ׅկ

չ秛玗겘ג׃ֲֿכ鎘皾׃ת׃պְֲה
ⰻ㺁鎸Ⰵׅկ⟎䟝鸐顈ך　Ⰵָ֮
倯כ♧邌ך꧟䨽䖤ך奋ח鎸Ⰵֲ׳׃ת׃կ

٥麓 � 䎃ח饔㶵ָ֮ג湱媷ׅ
٥✲噟ךⵃ渣ך➭ה䴦㣟湱媷ׅ

٥⯓暟《䒷 '9 遤
٥吳䒭䫎项遤
٥♶欵㡰⽱׃���

寸皾剅⡲䧭׃ծ䨽䖤ך鎘皾ָ穄הծְ״ְ״玗ꆃך鎘皾חך然㹀歍デ剅⡲䧭׃
կׅתת鼧➰겘ָ寸כת秛玗겘דկֿׅת
窌♷䨽䖤ךוזⴽך䨽䖤ָ֮װ➂ծ⼔洽顤䱼ꤐծ⡝㸓
ٗ٦ٝ䱼ꤐծ㺔➰ꆃ䱼ꤐהׁס秛玗ָ֮וז➂
կֲ׳׃ת׃鎸鯹ח׆䘌כ

痥♧邌痥✳邌

䗳銲זֿכךז倯 䗳銲זֿכךז倯

痥♲邌ⴓꨄ铬玗 痥㔊邌䴦㣟歍デ

Ⰻ㆞䗳銲

$)&$,

スマホで確定申告をラクに
する方法は P.11 へ。

TUFQ �խ然㹀歍デ剅⡲䧭ׅ
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秛玗ַ然㹀歍デ㸣✪ךדת崧

ꨵ㶨歍デⵃ欽ׅדֽծ⦐➂✲噟⚺ꫬך葿歍デ暴ⴽ䱼ꤐ �� ♰ⰼ♳⛦ׇׅⵖ䏝ָ
���� 䎃 � 剢ַ㨣ׁ✮㹀ׅדկ♧倯ծꫬ葿歍デ暴ⴽ䱼ꤐך㛇劤겘כ �� ♰ⰼ䒷ֹ♴ָ
ך鸐דת➙לⵃ欽ׅծꨵ㶨歍デח寸㹀կ穠卓涸הֿ �� ♰ⰼך䱼ꤐծⵃ欽הְז׃
�� ♰ⰼך䱼ꤐׅתְת׃גזֻזֽ」ַ׃կ

���� 䎃 � 剢ַꨵ㶨歍デ鼅דֽע ��♰ⰼ䱼ꤐָ♳⛦ׇˤ

���� 䎃ַծF�5BY؎أؙحة٦ꨵְֲה㶨歍デأؽ٦؟⢪ַزحط٦ةٝ؎ג
歍デ剅ך䲿⳿ַ秛玗דת㸣穠׃תזחֲ״ֹדկ剑ⴱחⵃ欽涫ꐮꨵװ㶨鏾僇剅ך《
䖤ָ䗳銲ָׅתזחծ荈㸓ַ歍デַ铬玗ך佄䩪דزحط٦ةٝ؎דת㸣穠ׇׁ
挿ָ눁⸂ׅדկתծ鼧➰ך》ֽ」ח٦؍ر٦ؾأ F�5BY կׅדزحًٔך

ꨵ㶨歍デכה

GSFFF أإٗفךגⰋꟼׅחծ然㹀歍デדךְג׃ծꨵ㶨歍デ堣腉ָ⯍㹋ז GSFFF ♳
կׇת֮כ⢪ֲ䗳銲أؽ٦؟ךאկְֻׅתֹדָהֿ㸣穠ׅד
ծ8JOEPXTת ����ծֻזדֽ 䎃ַ.BD կ׃ת׃㼎䘔ח㶨歍デꨵךַ

GSFFF 㼎䘔ח㶨歍デꨵכ

��խⵃ欽橆㞮ך然钠
��խךس٦ؕ٦غٝش؎و《䖤
��խ*$ ⪑彊ךة؎ٓت٦ٔس٦ؕ
��խ✲彊⪒فح،زحإה

F�5BY הֿז䗳銲חꥷⵃ欽ׅ

期限後に確定申告を行った場合、無申告加算
税が課されることがあります。無申告加算税
は、納付するべきだった所得税の 5～20% が
追加で課されます。税務署からの調査事前通
知前に自主的に期限後申告をすれば、5%課さ
れるのみとなりますので、もし確定申告の提

出を忘れていた場合は、早めに提出するよう
にしましょう。
また、期限内に納税を行わなかったり、残高
不足で振替ができない場合には延滞税が発生
します！申告漏れや納税漏れにはくれぐれも
お気をつけください。

確定申告書、提出が遅れたらどうなるの？

10*/5

⡲䧭׃剅겲ָ䨽㹀ך玗縭ד「椚ׁהծ兦ג然㹀歍デ穄✪ׅתזהկ
秛玗ך劍ꣲ歍デהずֻׄ ����ꆃֶדךזדת䘌ֻזկ

ꨵ㶨歍デדأؽ٦؟ךא♧㸣穠כךֹד GSFFFֽ
����䎃חぢֽגծ➙ַꨵ㶨歍デׅדًأأָؔךֶֻג׃կ

㕂玗䎟ך F�5BY ח
ꟼׅדآ٦ل剑倜ך
鑫稢׀然钠ְׅתֽ�Ը

$)&$,

��♰ⰼ♳⛦ ׇ

税金が返ってくる方には
還付金の入金が

納税＆提出から 1~2 ヶ月後

来年青色申告したい方は提出
3/15 締め切り

詳しくは P.03 をご確認
※一度提出すればそれ以降の申請は不要

控除
65 万円 控除

55 万円
控除
55 万円

10 万円

現在の控除 紙の申告 電子申告

2020 年 1 月以降
DOWN

窓口
（税務署・金融機関）

納付書
金融期間の窓口で納
付する場合、金融機
関に用意あり。

事前準備
納付前や納付時に必
要な書類や手続き

納税方法

税務署窓口

3/15まで
平日の窓口の
開いている
時間までに

所定の税務署へ

F�5BY
電子申告

3/15まで
24時間・土日祝日
も申告可能！
締め切り直前は
避けましょう

郵送

3/15消印
まで有効

投函ポストの
集荷時間の確認を
お忘れなく

#"/,

口座引落

振替依頼書
3/15 までに提出す
れば利用可能。

クレジットカード

「国税クレジッ
トカードお支払
サイト」
からのみ利用可能。

電子納税

e-Tax
開始届出書
オンラインで提出
可。書面で申請する
と通知書が届くまで
１週間程度。

バーコード付
納付書
確定申告書提出時に
発行を依頼する。納
付額が 30 万以下の
人が対象。

コンビニ

��

秛խ玗

然㹀歍デ剅겲ך䲿⳿ 鼧➰ꆃך䮶鴥

ꫬ葿歍デ䪫钠歍锜剅

然㹀歍デ㸣✪

IUUQT���HPP�HM�68�(�.

TUFQ �խ歍デ剅ך䲿⳿ה秛玗ׅ

ֶׅׅ

ֶׅׅ

ֶׅׅ
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GSFFF הֹֿדדٔف،ך

⠓鎘،ٔف %- 侧 /P���

倯岀س٦ٗٝؐتךٔف،

freee の使い方や確定申告について
もっと詳しく知りたい方へ

䘏ך✲➬ְ׃さחծהح؟؟Ⰵ⸂

걄　剅דٍءػⰅ⸂דת㸣✪կ盖椚ؙؙٓٓ

J1IPOF 倯ך

"OESPJE 倯ך

然㹀歍デ剅דموأ⡲䧭

� 然㹀歍デדموأ

ꋒ遤〡䏟س٦ؕװ♧䏝涫ꐮׅ
կׅתず劍ׁד荈כծ僇稢ל
׃然钠僇稢ת鴥》כה֮
ׇ穄⸃Ⰵהح؟؟ծָז
կֲ׳׃ת
➬鏬ה䌘砢⡲䧭כ GSFFF ָ荈ד
遤ֲדךծ䘏ְ׃⦐➂✲噟⚺ך倯
穄穗椚⡲噟ח儗وؗأծד
կׅתֹדָהׇֿ

iPhone・Android アプリを利用して、スマホで確定申告を
行うためのノウハウを解説した日本初の本が出版されまし
た。freee の使い方から、トクする経費・節税の知識まで、
これ 1 冊でわかります !

（著）村井 隆紘 + 藤井 浩平
（刊）技術評論社／￥1,706 ( 税込 )植ꆃך佄⳿ָ֮儗כծ

ز٦ءٖד㜥ךחּׅ
幾乆䕦կⰅ⸂怩
կׅתׇ
ⱖ溪ַ傈➰װꆃ겘䱿
庠ג׃荈דⰅ⸂ׅך
桦⻉⸬ח⽃ծ知ד

然㹀歍デ剅ך⡲䧭דموأ穄ׇ
כך GSFFF կֽ
ְֻג瘶ִח颵㉏גחّٝء٦ؽش
կׅתֹדָהֿ⡲חٝةٝؕדֽ

GSFFF ך堣腉ָ⯍㹋կ傈ղךٔف،موأכ
穗椚ַ然㹀歍デ剅ך⡲䧭ַموأדת遤
כךֹדָהֲֿ GSFFF կXFCׅדֽ 晛
Ⰵדموأכծ獳儗דךְג׃鸬䵿ה
⸂ծ荈㸓ַٝاػכדծ٦ءחֲ״ְֲה
կׅד⢪ְⴓָֽ〳腉ׇさח欽鷿װٝ

BQQ�TUPSF 饯

չ٦ٔؿպד嗚稊ծ
〸鎸כת 23
》铣س٦

չ٦ٔؿպד嗚稊ծ
〸鎸כת 23
》铣س٦

����� 䎃 � 剢儗挿կHPPHMF�QMBZ�TUPSF ⠓鎘،ٔف %- 侧邌鎸״ח䒦爡锃ץ

HPPHMF�QMBZ 饯

会計 freee スタンダードプラン 
1 ヶ月分の無料クーポンつき！

٦ٕزأٝ؎

٦ٕزأٝ؎

撮影したレシートは、使
用した月ごとに封筒など
に入れて管理・保管して
おきましょう。

領収書やレシートには
7 年間の保管義務が！

$)&$,

HPP�HM�X�'I18
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ز٦ه؟ٕة٦ز㸜♶ꟼׅחծ然㹀歍デזٝٓفي،ىٖف

麩ְךהزؿا⠓鎘ך➭

կׅתֶג׃欽䠐׀ز٦ه؟䌴䎢ְ٦ׅغؕ㸜♶ꟼׅחծ然㹀歍デכדٝٓفي،ىٖف

ֿ̕כ鑫稢ךٝٓفي،ىٖف

⠓鎘GSFFF 俱ꆃٝٓف
⦐➂✲噟⚺圫ぢֽٝٓف ٦ة٦ةأس٦تٝةأي،ىٖف

玗锃叨ز٦ه؟酡⮉

980円 /月（税抜）
9,800 円 / 年（税抜）

確定申告に対応 

領収書 5枚 / 月

対応なし

損益・現預金
レポートのみ対応

請求書の作成、
メール送信、郵送

39,800円 /年（税抜）

無制限で利用可能

経費精算、電子帳簿保
存、部門管理、権限管
理に対応

1,980円 /月（税抜）
19,800 円 / 年（税抜）

無制限で利用可能

対応なし

確定申告 /消費税
申告に対応 

確定申告 /消費税
申告に対応 

売掛、買掛損益、資金繰
りを含む全レポート対
応、freee から直接振込
が可能

定期請求 / 合算請求 /
一括請求の作成、
メール送信、郵送

売掛、買掛損益、資金繰
りを含む全レポート対
応、freee から直接振込
が可能

定期請求 / 合算請求 /
一括請求の作成、
メール送信、郵送

料 金

確定申告 / 消費税申告

レポート機能 / 振込連携

経費精算 /
電子帳簿保存

　ファイルボックス
 ( 領収書保存 / 読取機能 )

　請求書作成
定期 / 合算 / 一括請求

ֶׅׅ

goo.gl/5K72U8

⠓鎘 GSFFF 他社クラウド会計ソフト

会計の知識 初心者でも大丈夫 簿記の知識が必要

質問に答えていくだけ、カンタン作成 税制や控除の知識が必要

仕訳や取引登録、確定申告書
作成までスマホひとつで完結

アプリの機能に制限が
あり

3600 件以上No.1※ 3300 件程度

対応 非対応

対応 非対応

対応 非対応

確定申告書の作成方法

株 /FX の損益の自動入力

控除の自動入力

電子申告対応

スマホアプリの機能

連携している金融機関数※
※2017 年 12 月 11 日調べ

メール・チャット
（電話サポートは一部プランのみ )

メール・チャット
（電話サポートは一部プランのみ）サポート

税務調査が入った場合、税理士への依頼費用は 30 万円を超える
ことも珍しくありません。もしもの税務調査時は、freee が無料
で税理士を紹介し、最大 50 万円まで税理士費用を補償します。

ꨵ鑧ز٦ه؟

⛦䳔➿遤أؽ٦؟

サポート総合満足度 94.1%。
チャットでの問い合わせでは不安だという方は、お電話でサポー
ト。文章化しにくいお悩みもしっかり解決できるので安心です。

他社会計ソフトからの移行をお考えの方は、プレミアムプラン
なら、データ移行や初期設定を代行いたします。

税務調査サポート補償 /
電話サポート / 乗換代行

対応なし 対応なし
幅広いサポートに
対応

䌴䎢ְز٦ه؟

freee を使うことで、月に 1 度ログインする程
度で、子育ての合間にサクッと経理をしていま
す。会計士さんともカンタンに画面共有できる
ので、わざわざそのために外出することがなく
なりました。これからも freee でうまく仕事と
子育てを両立させたいです。

子育ての
合間に確定申告

ֶ㹏圫ך㡮

ꣲ㹀ؙزٝئٖفٝه٦
ֶ佄䩪ְ歗׀س٦ٝه٦ؙךֿדⰅ⸂ְהֻծٝٓفس٦تٝةأ
���� ⰼⶴ䒷ծٝٓفي،ىٖف ���� ⰼⶴ䒷׀דⵃ欽ְׅתֽկ

暴Ⱙךֽ倯ך鋮׀ؙحـس؎ؖךֿ

スタンダードプラン　クーポンコード

BWO�LHEUK�OCW���

別の会計ソフトを利用していた時は、専門用
語が多く、経理経験のない私には手間も時間
もかかっていました。freee の操作画面は分か
りやすく、ユビレジやクレカと連携した自動
の帳簿付けで経理の時間も短縮、かんたんに
確定申告書類の作成を終えられました。

知識なしでも
経理の時間が大幅短縮

プレミアムプラン　クーポンコード

B�KDCBQ�D��VGIOD


