24 時間いつでもどこでも予約ＯＫ！
簡単な「予約入力」。
変更や予約削除も簡単にできる！
モバイル予約のみ１２月１日（水）か
ら予約可能！（先行予約）

この「ＱＲコード」を
読み込んで、下記以降
の手順で登録しよう。
https://www.resernote.jp/resermb/MobileTop/NwvyEgAL1ipD

ＱＲコード読み取り後の操作手順①
①-1 設定

「はじめての方はこちら」をタップし、
「利用
規約」に同意すると右図の画面へ移ります。
会員様の「氏名」
「メールアドレ
ス」を入力します。
メールアドレスを入力すると予約
日時直近３日以内にメールで自動
告知します。
会員様の「生年月日（西暦）」
、
ご自宅の「郵便番号」を入力し
ます。
スマホ機能「ブックマ
ーク」で登録しておく
といつでも簡単に開く
ことができます。
※登録内容で「エラー」
が表示された場合には、
事務局へご連絡下さい。

ＱＲコード読み取り後の操作手順②
①-2 設定

ここで表示され
る「会員コー
ド」は、再ログ
イン時に使用し
ます。ご自身で
保管・管理して
下さい。

パスワードはご
自身で作成・保
管・管理して下
さい。登録した
パスワードは事
務局では保管し
ておりません。

②-2 予約登録

②-1 商売や建物貸付など
の「一般申告」の方はこち
らで予約登録をお願いしま
す。
「軍用地等土地貸付の
み（給与・年金含む）
」の
方も予約可能です。

②-1 予約登録

②-1 「軍用地等土地貸付
のみ（給与・年金含む）」
の予約専用窓口です。
「一般申告」方はご遠慮願
います。
（相談時間枠が異なる為）
②-2 事務局職員の「指
名」はこちらで選択可能。
「指名」をしない場合は
タップしないで下さい。

②-3 予約登録

②-2 「予約年月の選択」
後、この「予約日の選択」
で予約希望日を選びます。
②-3 「予約時間帯の選
択」でご希望の相談時間を
選択します。既に別会員様
が予約済みの場合は薄く表
示され、選択できないよう
になっています。
②-3 事務局職員の「指
名」はこちらでも選択可
能。指名なしの場合は「指
定なし」を選択。

③予約登録完了

③「予約内容の確認」で
「予約する」をタップする
と、左記表示で予約完了と
なります。
④ 相談予約日等の変更や
キャンセルをしたい方は、
この予約サイトへログイン
し、
「初期画面」で「登録
済みの方はこちら」をタッ
プ。その後、右記表示画面
で「予約の変更」や「予約
の削除」をタップして変更
や削除の手続きをおこなっ
て下さい。

④予約の変更・削除

（3/8～3/15）

（1/22～3/7）

●日

程 令和４年１月２2 日（土）～３月１５日（火）

●会

場 一般社団法人那覇青色申告会

事務局

● 特別会費 所得税特別会費 1,000 円/消費税特別会費 2,000 円

①

申告期限
⚫ 所得税 3 月 15 日（火）
⚫ 消費税 3 月 31 日（木）

事前予約による個別相談期間（1/22～3/7）

予約受付開始日及び方法

１２月１７日（金）
午前 9 時より
受付開始
電話(098)868-8218
又は、ご来局下さい。
「モバイル予約」のみ
12 月 1 日（水）から開始！

申告相談予約期間及び注意事項

令和４年
1 月 22 日（土）～3 月７日（月）
※日曜祝祭日は除く。※2 枠同時予約不可。
希望に添えない事もございます。
※ご希望の日時が決まりましたら、お早めにご予約下さい。希望日近くや当日にご
連絡を頂いても受付できない事が多いですのでご注意下さい。

軍用地収入のみの方
2 月 19 日（土）に専用枠を設けております。（別の日も可能）

相談時間はお一人様 45 分間以内です。下記の時間でご予約下さい。（2 枠同時予約不可）
平日（10 コマ）
①8：3０～9：15
②9：20～10：05
③10：10～10：55 ④11：00～11：45
⑤12：40～13：25 ⑥13：30～14：15 ⑦14：20～15：05 ⑧15：10～15：55
⑨16：00～16：45 ⑩16：50～17：35
土曜日（７コマ）
①8：3０～9：15
②9：20～10：05
③10：10～10：55 ④11：00～11：45
⑤12：40～13：25 ⑥13：30～14：15 ⑦14：20～15：05
事前の入力作業等がありますので、予約時間の 10 分前にはお越し下さい。
予約時間に遅れた場合は、残り時間での相談となります。ご了承下さい。
予約時間の変更、またはキャンセルする場合には必ず事前にお電話下さい。
➢ 待ち時間短縮のため、ご協力をお願い致します。

②

確定申告をスムーズに終
えるように、確定申告直
前、個別相談会をご利用
ください！

先着順による個別相談期間（3/8～3/15）

当日来局受付順（予約不可）の４５分間相談となります。
※45 分間で終わらない場合は途中でも終了となり、後日、来局受付順となります。
※毎年混雑しますので、お時間に余裕をもってご来局下さい。

確定申告の相談日予約をされましたら、記入し、相談日まで大切に保管して下さい。
あなたの確定申告相談予約日は・・・

予約日時

月

日（

税務署から届いた書類
□確定申告のお知らせハガキ or 文書

曜日）

午前・午後

時

分～

所得控除関連の証明書（控除を適用する場合）
□医療費の明細表を記載し、領収書、医療費

※「お知らせ」には、予定納税額等、確定申告 通知のハガキ並びに書類
書作成に必要な情報が記載されています。

※

□令和２年分青色申告決算書

□寄付金の控除証明書

◎

□令和２年分所得税確定申告書

□国民健康保険料（平成 31 年・令和元年に収めた額）

※

□令和２年分消費税確定申告書

□国民年金・国民年金基金

◎

過去 2 年分の資料

控除証明書

□介護保険料・後期高齢者医療保険料

※

□確定申告書の控え

□小規模企業共済払込証明書

◎

□青色申告決算書・収支内訳書の控え

□生命保険料控除証明書

◎

□所得計算に必要な書類。

□地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 ◎
※消費税の確定申告をされる方は 10 月以降税
上記※は 1 年間の合計を出してきてください。
率が変わったことに伴い、新税率と軽減税率
国保、介護保険の納付書は前年度分も確認して下
等の集計が必要です。
さい。
□修正申告、損失申告などをした方はその控え 上記◎は控除証明書、領収書が必要です。

その他
□印鑑（認印又は銀行印）※銀行印は税金の口座振替や、本会の会費の口座振替で使う場合がありあす。
□専従者や従業員がいる

「源泉徴収簿」（それぞれの給与の総支給額がわかるもの）

□土地、建物、車両等に異動があった

「それらに関する書類一式」

□生命保険等の満期返戻金があった

「その計算書」（収入及び必要経費等の記載があるもの）

□年金を受け取っている

「公的年金等の源泉徴収票」（複数ある場合はその枚数）

□借入金がある

「償還明細書」（必要経費内の利子割引料計算に必要）

□給与所得者である

「源泉徴収票」（複数ある場合はその枚数）

□住宅借入金等特別控除を適用

「借入金年末残高証明書」（複数ある場合はその枚数）

□報酬など源泉徴収された収入がある

「支払調書」（複数ある場合はその枚数）

□株の譲渡等があった

「特定口座年間取引報告書」（複数ある場合はその枚数）

□マイナンバー関係

「マイナンバーカード」
（カードを発行していない場合は、マ
イナンバーの確認できる書類または写し。扶養親族の分も必要）

□e-Tax 関係

「利用者識別番号・暗証番号等が記載している用紙」

※ 令和３年分「那覇青色申告会専用の青色申告決算書」は、令和２年分の確定申告相談日の際に
お渡ししておりますのでご確認下さい。専用決算書が必要な方は来局時に
お声がけ下さい。１月には「確定申告書下書き用」を郵送致します。
※ 確定申告の際に「マイナンバーカード」を使用して e-Tax を行う場合、
「マ
イナンバーカード」に備え付けられている「電子証明書」には「暗証番号」
があり、その「暗証番号」がわからなくなった方がいらっしゃいます。
事前に書類等でご確認をお願い致します。

