
※商品、価格は、平成29年10月1日現在です。※商品、価格は、平成29年10月1日現在です。※商品、価格は、平成29年10月1日現在です。※商品、価格は、平成29年10月1日現在です。

（消費税別）（消費税別）（消費税別）（消費税別） （連続用紙） ドットインパクトプリンタ専用（連続用紙） ドットインパクトプリンタ専用（連続用紙） ドットインパクトプリンタ専用（連続用紙） ドットインパクトプリンタ専用 （消費税別）（消費税別）（消費税別）（消費税別）

コード 入数 単価 数量 コード 入数 単価 数量

1651300 100枚 1,000円+税

冊
給与明細書　（伝票型） 3510370 500組 6,000円+税

箱

1651310 100枚 1,100円+税

冊
給与明細書　（封筒型） 3510371 500組 22,000円+税

箱

1651320 100枚 7,000円+税

冊
給与明細書　（振込型） 給与MC-13-2 3510372 500組 20,000円+税

箱

1652200 100枚 1,100円+税

冊

1650900 100枚 2,200円+税

冊

コード 入数 単価 数量

年末調整用紙年末調整用紙年末調整用紙年末調整用紙 コード 入数 単価 数量 3514331 100組 5,000円+税

　　　　箱

0610200 100枚 2,100円+税

冊
3514332 500組 20,000円+税

　　　　箱

3900250 500枚 9,500円+税

冊
3514333 100組 6,000円+税

　　　　箱

0611210 100枚 2,100円+税

冊
3514334 500組 24,000円+税

　　　　箱

3901214 500枚 9,500円+税

冊
3514345 100組 8,000円+税

　　　　箱

0640300 30セット（60枚） 2,000円+税

冊
3514346 500組 32,000円+税

　　　　箱

0640310 100セット（200枚） 5,800円+税

冊
3514335 100組 2,800円+税

　　　　箱

3900351 300セット（600枚） 16,800円+税

冊
3514336 500組 11,200円+税

　　　　箱

0640600 50枚 1,200円+税

冊
3514337 100組 3,200円+税

　　　　箱

3514338 500組 12,800円+税

　　　　箱

コード 入数 単価 数量

3510562 50枚 1,200円+税

冊

0630931 50枚 1,200円+税

冊

※基金用　算定基礎届・月額変更届は諸般の事情により製造中止となりました。 （基金加入なし）（基金加入なし）（基金加入なし）（基金加入なし）用紙サイズがB5対応からA4対応へ変更されています。用紙サイズがB5対応からA4対応へ変更されています。用紙サイズがB5対応からA4対応へ変更されています。用紙サイズがB5対応からA4対応へ変更されています。

算定月変用紙算定月変用紙算定月変用紙算定月変用紙　※500組入りもありますので、お問い合わせください。　※500組入りもありますので、お問い合わせください。　※500組入りもありますので、お問い合わせください。　※500組入りもありますので、お問い合わせください。 規格（インチ） コード 入数 単価 数量

月額変更届(A4対応版) 健保MC-80-100(2P) 3510560 100組 2,900円+税

冊

算定基礎届(A4対応版) 健保MC-90-100(2P) 3510563 100組 2,900円+税

冊

※（基金用）算定基礎届 ・月額変更届 は、諸般の事情により製造中止となりました。

コード 入数 単価 数量

0151766 １冊 900円+税

冊

TF-1 源泉徴収票専用封筒（カット紙用） 3901526 300枚 5,500円+税

冊

TF-2 扶養控除申告書など専用封筒（カット紙用） 3901522 500枚 21,000円+税

冊

コード 入数 単価 数量

個人番号取得用封筒 1680202 10枚 400円+税

冊

1680203 10枚 900円+税

冊

 (お願い) (お願い) (お願い) (お願い)ご注文金額が､５，０００円（税込）未満の場合、送料(５００円+税)をご負担願います。ご注文金額が､５，０００円（税込）未満の場合、送料(５００円+税)をご負担願います。ご注文金額が､５，０００円（税込）未満の場合、送料(５００円+税)をご負担願います。ご注文金額が､５，０００円（税込）未満の場合、送料(５００円+税)をご負担願います。

    　　14時までのご注文は、当日の出荷となります（土日祝日は休ませていただきます）。

Ｋ1710-kidＫ1710-kidＫ1710-kidＫ1710-kid

1680319 20組 2,000円+税

冊

【報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】

個人番号台帳兼届出書

マイナンバー3-1 1680301 20組 1,000円+税

※ 社労士・税理士情報サイト（ＳＪＳ）会員の方は、必ず、記載してください。記載のない場合、会員割引が適用されま会員割引が適用されま会員割引が適用されま会員割引が適用されま

   せんせんせんせんので、ご注意ください。

マイナンバー2-2

※ 連続用紙をお使いになるか、 カット紙をお使いになるか、  プリンタの機能をご確認のうえ、ご注文ください。

※ お支払については、商品とともに請求書、郵便振替用紙を送付します商品とともに請求書、郵便振替用紙を送付します商品とともに請求書、郵便振替用紙を送付します商品とともに請求書、郵便振替用紙を送付しますので、商品到着後２週間以内商品到着後２週間以内商品到着後２週間以内商品到着後２週間以内にお支払ください。

 　よろしくお願いいたします。

算定月変用紙算定月変用紙算定月変用紙算定月変用紙（用紙サイズがＢ４からＡ４へサイズ変更されています。）（用紙サイズがＢ４からＡ４へサイズ変更されています。）（用紙サイズがＢ４からＡ４へサイズ変更されています。）（用紙サイズがＢ４からＡ４へサイズ変更されています。）

月額変更届 健保MC-8　A4判ｶｯﾄ紙

算定基礎届 健保MC-9　A4判ｶｯﾄ紙

※「源泉徴収票（年度印刷なし）」 注文番号「地方MC5-3」 は給与kid5対応様式ではなくなりました。ご注意ください。

※「源泉徴収票（年度表示なし、個人情報保護型） 注文番号「地方MC4-1」 は給与kid5対応様式ではなくなりました。ご注

意ください。

（その他の商品）（その他の商品）（その他の商品）（その他の商品）

その他の商品その他の商品その他の商品その他の商品 規格　（ミリ）

冊

マイナンバー2-Ｓ 1680219 １セット 3,200円+税

冊

個人別・世帯単位（従業員及び扶養親族用）

【従業員用】個人番号台帳兼届出書

マイナンバー2-1 1680201 10組

扶養控除等（異動）申告書

保険料控除兼配偶者特別控除申告

書

給与支払報告書（源泉徴収票）

源泉MC-2　A4判ｶｯﾄ紙

源泉17-F 給与所得の源泉徴収票ファイル 225×190×30

Ａ５封筒変形

Ａ４封筒変形

マイナンバー関連商品マイナンバー関連商品マイナンバー関連商品マイナンバー関連商品 注文番号

9 3/10×12

9 3/10×12

市・区・郡

　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－ 　　FAX　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

御社名 部署名 ご担当者名

　　　　　　　　　　　　　　都・道・府・県

ＳＪＳ会員：　　　　はい　　（会員番号：　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）　　※ご記入のない場合SJS会員割引は適用できません。

地方MC-3-2-100

8×8.5

地方MC-3-2-500

注文番号

地方MC-3(4P)-100

地方MC-3(5P)-100

地方MC-3(5P)-500

【従業員用】マイナンバー取得・保管セット

(マイナンバー2-1,2-2,2-3＋保管バインダー）

800円+税

冊

※ 個人情報の取扱い（裏面参照）について、同意のうえ、ご注文ください。

【従業員用】個人番号台帳保管パック マイナンバー2-3

【報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】

マイナンバー取得・保管セット

マイナンバー3-Ｓ

源泉MC-12-1　A4判ｶｯﾄ紙

まど付給与袋

給与支払報告書(2P)

地方MC-3-1-100

8×8.5

地方MC-3-1-500

給与所得の源泉徴収票(2P)

（カット紙） レーザープリンタ・インクジェットプリンタ用（カット紙） レーザープリンタ・インクジェットプリンタ用（カット紙） レーザープリンタ・インクジェットプリンタ用（カット紙） レーザープリンタ・インクジェットプリンタ用

注文番号

9 3/10×6

給与MC-13-1

給与MC-13

規格（インチ）給与明細書用紙 給与明細書用紙 給与明細書用紙 給与明細書用紙 （※１箱単位の販売商品）（※１箱単位の販売商品）（※１箱単位の販売商品）（※１箱単位の販売商品）

給与賞与明細書

給与賞与明細書　（まど付給与袋用）

　　　給与ｋｉｄ 　　　給与ｋｉｄ 　　　給与ｋｉｄ 　　　給与ｋｉｄ 専用プリンタ用紙 FAX注文書  　FAX番号　０３－３８６２－５０３４ 　FAX番号　０３－３８６２－５０３４ 　FAX番号　０３－３８６２－５０３４ 　FAX番号　０３－３８６２－５０３４

源泉MC-2-500　A4判ｶｯﾄ紙

地方MC-6　A4判ｶｯﾄ紙

地方MC-3-300　A4判ｶｯﾄ紙

地方MC-3-100　A4判ｶｯﾄ紙

給与支払報告書　（総括表）

商品送付先住所

備考　 ※個人情報の取扱い（裏面参照）について　□同意する　□同意しない

10 7/10×6

9 3/10×6

給与MC-9　　　95×216

給与賞与明細書用紙給与賞与明細書用紙給与賞与明細書用紙給与賞与明細書用紙

給与MC-13　A4判ｶｯﾄ紙

給与MC-13-1　A4判ｶｯﾄ紙

給与MC-13-2　A4判ｶｯﾄ紙

地方MC-4-2-100

地方MC-4-2-500

給与支払報告書（源泉徴収票） 8×8.5

給与支払報告書（源泉徴収票） 8×8.5

源泉MC-12-1-500　A4判ｶｯﾄ紙

規格（インチ）

給与支払報告書（源泉徴収票）

    <個人情報保護型>

8 2/10×8.5

地方MC-3(4P)-500

年末調整用紙　（※１箱単位の販売商品）年末調整用紙　（※１箱単位の販売商品）年末調整用紙　（※１箱単位の販売商品）年末調整用紙　（※１箱単位の販売商品）

給与賞与明細書　（シークレットタイプ）

地方MC-3　A4判ｶｯﾄ紙

総合振込依頼書 給与MC-22　 A4判ｶｯﾄ紙

〒 ―



（用紙の注文先は、）

　　　FAX番号　０３－３８６２－５０３４　　　FAX番号　０３－３８６２－５０３４　　　FAX番号　０３－３８６２－５０３４　　　FAX番号　０３－３８６２－５０３４

個人情報の利用目的等の通知書兼同意書

１．お客様の個人情報は、弊社商品およびＷｅｂサービス等（以下、「製品」という）へ

　　のお申し込みの確認、製品のご提供、料金のご請求、そのお支払いの確認、製品の改

　　善改良のための購買層等を分析する調査およびアンケート等の送付、弊社製品情報の

　　お客様への提供（以下「ユーザーサービス」という）の目的のみに使用し、他の目的

　　には一切使用いたしません。なお、弊社が求める個人情報のご提供がいただけない場

　　合または記入不備があった場合におきましては、その後のユーザーサービスに影響す

　　ることがあり得ますのでご注意ください。

２．弊社は、ユーザーサービスを行なうため、個人情報の取扱いに関する契約を締結した

　　上で、ダイレクトメール代行業者にお客様の個人情報を委託する場合があります。

３．弊社が取り扱う個人情報は、以下の場合を除き、原則として、お客様の同意がない限

　　り、第三者に提供いたしません。

　・お客様本人の同意がある場合

　・弊社とお客様本人または第三者の生命、身体または財産の保護のために必要であるこ

　　とが、合理的に判断できる場合

　・法律に基づき、開示を求められた場合

　・商品、サービスの料金を決済（クレジット決済、コンビニ決済）する際、決済代行会

　　社または、他の金融機関などとの間で個人情報を交換する場合（金融機関の口座番号

　　の正当性やクレジットカードの有効性を確認するため）。

４．弊社は、お客様の個人情報を適法、かつ、公正な手段によって取得し、正確かつ最新

　　の内容で管理します。お客様本人からお申し出があった場合は、その登録情報の開示

　　を行います。内容が正確でないなどのお申し出があったときには、その内容を確認し

　　必要に応じて登録情報の追加、変更、訂正または削除等を行います。

　　　給与ｋｉｄ担当　　ＴＥＬ　０３－３８６２－５４６９

　　　 　　　　　　　　 ＦＡＸ　０３－３８６２－５０３４

　　　 　　　　　　　　 メール　ｋｉｄ＠ｈｏｒｅｉ．ｃｏ．ｊｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   株式会社 日本法令　個人情報保護管理者

　　　 　　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　原　幸司

　


