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はじめに

はじめに
本書は、PCdesk(DL 版)の基本的な操作について説明したものです。
PCdesk(DL 版)の操作方法を確認する際にご使用ください。
PCdesk(DL 版)をご利用いただくには、PCdesk(WEB 版)から利用届出（新規）の手続きを行って利用者 ID
を取得する必要があります。
利用届出（新規）については、
「PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）
、申請・届出、納税等】
」をご
参照ください。

本書の対象者
本書は、PCdesk(DL 版)を使用して地方税の申告や納税の手続きを行う納税義務者・特別徴収義務者及
び代理人（税理士・税理士法人）を対象としています。

PCdesk の各ソフトウェアで利用できる機能
eLTAX では、無料でご利用いただける eLTAX 対応ソフトウェアとして、PCdesk を提供しています。
PCdesk には、PCdesk(DL 版)、PCdesk(WEB 版)、PCdesk(SP 版)の 3 種類があります。
各ソフトウェアで利用できる機能は以下のとおりです。
（凡例）

利用できる機能

○：利用できる、×：利用できない

PCdesk の種類
DL 版

WEB 版

SP 版

新規

○（※2）

○

×

廃止

○

○

×

照会・変更

○

○

×

申告

○

×

×

申請・届出

×

○

×

納税

○

○

×

メッセージ照会

○

○

○（※3）

処分通知等照会

○

×

×

メール宛名の登録・削除

○

○

×

PCdesk(DL 版)の入手

×

○

×

利用届出

（※1）

（※1）口座登録の機能を含みます。
（※2）既にご自身の利用届出（新規）を行って利用者 ID をお持ちの税理士等の代理人が、依頼人の代理で行う場合のみ可能で
す。ご自身の利用届出（新規）は PCdesk(WEB 版)から行います。
（※3）メッセージの印刷及び添付ファイルの閲覧やダウンロードは行えません。

注意
• eLTAX のすべての機能をご利用いただくには、利用届出（新規）を行って利用者 ID を取得する必要がありま
す。
ただし、PCdesk(WEB 版)から行う申請・届出に関する手続きは、利用者 ID を取得しなくても行うことがで
きます。
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マニュアルの構成
PCdesk のマニュアルは、以下の分冊で構成されています。各分冊の概要は、以下のとおりです。
で囲んだマニュアルが本書となります。
編

マニュアル名

概要

基本編

PCdesk 準備マニュアル

PCdesk の概要、利用イメージ、PCdesk の種
類や利用前の準備と、PCdesk を利用して行
う手続きごとの流れを説明しています。

ガイド編

PCdesk(DL 版)ガイド
【申告、納税等】

PCdesk(DL 版)／PCdesk(WEB 版)／
PCdesk(SP 版)の基本的な操作方法、利用環
境の設定方法を説明しています。

PCdesk(WEB 版)ガイド
【利用届出（新規）
、申請・届出、納税
等】
PCdesk(SP 版)ガイド
【メッセージ照会】
エラーメッセージ編

PCdesk(DL 版)
別冊エラーメッセージ集
PCdesk(WEB 版)
別冊エラーメッセージ集

PCdesk(DL 版)／PCdesk(WEB 版)／
PCdesk(SP 版)のエラーメッセージと対処方
法を説明しています。

PCdesk(SP 版)
別冊エラーメッセージ集

本書の見方
• 使用しているマーク
マーク

説明
操作を行う上で、注意が必要な情報です。
便利な操作、関連する操作等、操作をする上で、ヒントやポイントとなる
情報です。



参考となる情報です。
参照先を示しています。
参照先が本書内の場合は、クリックすると該当ページにジャンプします。

• 画面名、ボタン名、画面上の項目
画面名、ボタン名等の画面上の項目は、「 」で囲んで表記しています。
• 本書では、納税義務者と特別徴収義務者を合わせて呼称する場合に「納税者等」と表記していま
す。
• 本書では、税理士と税理士法人を合わせて呼称する場合に「税理士等」と表記しています。
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• 本書の構成
本書は、以下の構成になっています。
章の冒頭に、操作の概要と手続きの流れを説明しています。
はじめに章をお読みになり、節（1.1、1.2 等）以降で操作の内容をご確認ください。
また、付録として、PCdesk の用語の説明、各画面で入力する項目の説明、PCdesk(DL 版)で行
うファイルの取り込み又はダウンロード時の注意事項の説明を巻末に記載しています。
操作を行う際に、適宜ご確認ください。

章

はじめにお読みください。
その章で説明する操作の概要と
手続きの流れを確認します。

「
（2）操作の流れ」で操作の流れを確認しま
す。
PCdesk(DL 版)の右上に表示される
操作プロセスと一致します。

節以降

「
（1）使用するメニュー」で
操作の起点となるメニューを
確認します。

手順にしたがって操作します。
注意点やポイントを確認します。
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利用者の種類について
• 利用者の種類を表すマーク
対象者

マーク

説明
ご自身で申告及び納税の手続きを行う利用者を表しています。

ご自身で手続き
を行う場合

代理人が手続きを行う場合に、依頼人の代理で申告及び納税の
手続きを行う税理士等を表しています。

代理人が手続き
を行う場合

代理人が手続きを行う場合に、代理人に申告及び納税の手続き
を依頼する納税者等を表しています。

• 利用者ごとにお読みいただく章について
本書の目次には、その章の対象読者である利用者の種類を表すマークを付与しています。
利用者の種類及び利用する手続きに応じてお読みいただく必要がある章は、以下のとおりで
す。
利用者の

利用する手続き

種類

申告

納税

 1 利用環境設定

 1 利用環境設定

 4 申告の手続きを行う

 8 処分通知等に関する手続

作
 6 納税の手続きを行う
 7 メッセージを照会する
 9 メール宛名の登録・削除
を行う

 1 利用環境設定

 1 利用環境設定

 2 PCdesk(DL 版)の基本操作
 7 メッセージを照会する

きを行う
 9 メール宛名の登録・削除
を行う
 2 PCdesk(DL 版)の基本操作
 4 申告の手続きを行う

 5 代理行為に関する手続き

を行う
 7 メッセージを照会する
 9 メール宛名の登録・削除
を行う

その他

 2 PCdesk(DL 版)の基本操

 2 PCdesk(DL 版)の基本操





作
5 代理行為に関する手続き
を行う
6 納税の手続きを行う
7 メッセージを照会する
9 メール宛名の登録・削除
を行う

 3 利用者情報に関

する手続きを行う
 10 PCdesk のデー
タを移行する
 11 PCdesk(DL 版)
の利用をやめる

 1 利用環境設定

 2 PCdesk(DL 版)の基本操作

 5 代理行為に関する手続きを行う
 7 メッセージを照会する

 8 処分通知等に関する手続きを行う
9

メール宛名の登録・削除を行う

利用者の種類及び利用する手続きに応じた流れ
• 利用者の種類及び利用する手続きに応じた流れについては、「基本編 PCdesk 準備マニュアル」に記載してい
ます。手続きごとの流れ全体を確認したい場合にご参照ください。

PCdesk(DL 版)ご利用時における注意点
• 一覧画面において、選択できない行については、背景が灰色で表示され、選択できません。チェッ
クボックスの色も変わって表示されます。
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