
個人なら100万円法人なら200万円

【持続化給付金ガイド】



※説明欄に目安の時間が書いてあります

申請画面入力ガイド編



ステップ1 まずは仮登録
※スマホの画面で説明していきます



「持続化給付金」で検索すると

似たようなのが山ほど出てきます

なので、確実なのは

下のリンクからどうぞ↓↓↓「申請する」

をクリック



まずは

この画面で

仮登録



個人事業主はこちらをクリックしてから

メルアドを入力

（迷惑メールにいかないように注意）

ここは個人のお話



法人はこちらをクリックしてから

法人番号を入力して

ここは法人のお話



またはココをクリックすると



法人番号を

調べられます



ちなみにそのあとココをクリックすると



ココが自動的に

表示されます



メルアドを入力します（迷惑メールにいかないように注意）



同意にチェック

をしてから

「次へをクリック」

ここから両方のお話



内容を確認してから

「登録」をクリック



最後に

こんな画面が出たら

仮登録完了！



スマホだと

画面上部に

こんな通知が来て

安心しますね



ステップ2 メールから登録



書類のデータの準備はOKですか？

・ 2019年分の申告書類
a)確定申告書第一表（1枚）の控（ハンコ無ければ納税証明書なども）

b)青色申告（2枚目に売上12か月の記入アリ）の人は、青色決算書を2枚

c)白色申告の人（とか、コレ↑が無い人や出さない人）はa)だけでOK

・ 申請に使う月（対象月）の売上台帳等

・ 通帳のコピー

・ 本人確認書類（免許証とかです）

ここは個人のお話



書類のデータの準備はOKですか？

・ 2019年分の申告書類
a)確定申告書別表一の控

b)法人事業概況説明書（２枚とも）

・ 申請に使う月（対象月）の売上台帳等

・ 通帳のコピー

ここは法人のお話



メールを開けて

ココからGO!

ここから両方のお話



任意のIDと

パスワードを

設定したら

登録をクリック



ステップ3 いよいよ入力



すべてに

チェックを

入れましょう



チェックの途中こんな確認が出てきますが

読んでから、閉じるをクリックしましょう



すべてに

チェックが入ったら

基本情報入力に

スクロールして

進みましょう



ここは

本人確認書類と

同じです

屋号・雅号は

必須ではないです

ここは個人のお話



確定申告書を現住所でした人とかは

ここにそっちの住所を書いてね

（住民票は実家ですみたいな・・・）

上とおんなじ人は住所コピーでOKです



ここについては、分類一覧も見れますが

事前に調べておいた方があわてなくて済みます



ここについては

2019年の途中で開業した人の中で

「新規開業特例 B-1」を使う人だけが正確に入力します

なので、2018年以前からやっている人は

だいたいの近い日付でOKです

（2016/01/01とかでOKです）

必ずスラッシュを入力してください



あとは普通に入力して

「次へ」をクリック



青色申告の人はコチラ

白色申告とか

青色の12か月を出さない人もコチラ

コチラはいろいろな

特例を使う方です



「次へ」をクリック

名前や口座などが一致していたら



こんな方でした

「確定申告書の名前と申請内容が一致していない」って？

クリックしてみたら



こんな方でした

「代表者氏名と口座名義が一致していない」って？

クリックしてみたら



いよいよ

売上入力



「対象月20」の月間事業収入です

式を軽く確認しておきます



2019年の年間収入合計額（A)

青色申告の人

（12か月の月別表アリ）

「対象月20」

「対象月20」の月間事業収入（B)

「対象月19」の月間事業収入

※「対象月20」の翌月にならないと

申請の入力ができません



自動計算してくれます

青色申告の人

（12か月の月別表アリ）



「対象月19」の月間事業収入

（A）を12で割った金額 白色申告等の人

（12か月の月別表ナシ）

2019年の年間収入合計額（A)

「対象月20」

「対象月20」の月間事業収入（B)

※「対象月20」の翌月にならないと

申請の入力ができません



自動計算してくれます

今回は満額の100万円です 白色申告等の人

（12か月の月別表ナシ）



ここは

自動で表示されます

ここは法人のお話



上とおなじ場合は住所コピーでOKです



ここについては、分類一覧も見れますが

事前に調べておいた方があわてなくて済みます



1699年以前の設立の場合は

1700年1月1日で入力してください



あとは普通に入力します

担当者が違う方の場合は

その方の情報を入力します

最後に次へをクリック



特例を使わない法人はコチラ

コチラはいろいろな

特例を使う法人です



「次へ」をクリック

法人名や口座名などが一致していたら



こんな方でした

「一致していない」って？

クリックしてみたら



こんな方でした

「一致していない」って？

クリックしてみたら



いよいよ

売上入力



「対象月20」の月間事業収入です

式を軽く確認しておきます



2019年の年間収入合計額（A)

「対象月20」

「対象月20」の月間事業収入（B)

「対象月20」の翌月にならないと

申請の入力ができません

「対象月19」の月間事業収入



自動計算してくれます

今回は満額の200万円です



口座情報の入力

（入力するのはもうラストです）

ここは両方のお話



ココをクリックすると



金融機関検索画面

になります



金融機関名や

支店名を入れると

下に候補が出ます

クリックすると



金融機関や

支店の

コードも入ります



ココに全角で入力してから 完了をクリックすると



なんと半角になります！



画像やPDFデータを

ここから添付します



スマホでココを

クリックすると

こんなことになって



スマホで写真を

撮ってから

「写真を使用」

をクリックすると

添付できます



データが

添付出来たら

「次へ」

をクリック



あとはもう同じ要領で

どんどん添付します

添付が終わったら

「確認画面へ」

をクリック



コレが確認画面です

しっかり確認しましょう



ひたすら確認します

特に“給付予定額”はしっかりと見ましょう



確認が終わったら

「申請ボタン」
をクリック！！！



完了です！

• ミスをしても一発アウトは無いです

• もしあとで確認が来たら、落ち着いて直せば大丈夫です

• おつかれさまでした
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