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電子申告 R4 Ver.13.10 をリリースします。次の内容についてまとめましたので、ご確認ください。 
 

１． 発行プログラム 

２． リリース時期 

３． プログラムのご提供方法 

４． プログラム容量 

５． システムの対応内容（概要） 

６． 連動可能な製品 

７． フォルダー構成 

８． パッケージの内容 
 

 

１． 発行プログラム 

システム名 システムの位置付け バージョン コンバート対象 

電子申告 R4 
InterKX 電子申告後継 

13.10 H25.1 で処理中のデータ 
電子申告応援後継 

※ 平成 25 年度の申告に対応しています。 

※ R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、Ｅｉボードが自動でセットアップされます。 

※ ネットワーク環境でご利用の場合は、別途［ネットワーク基本ライセンスサーバー版］および接続端末台数分の

［ネットワーク基本ライセンスクライアント版］が必要です。アプリケーションは同時接続数ライセンス仕様と

なります。 

※ 旧電子署名応援に相当するプログラムのリリースはありません。顧問先では、e-Tax ソフトやPCdesk 等をご活

用ください。 
 

 

２． リリース時期 

システム名 新規 

電子申告 R4 2014 年 5 月 29 日（木） 

 

 

３． プログラムのご提供方法 

電子申告R4については、現行商品の保守契約加入ユーザーに対するCD-ROMでの提供はありません。 

現行商品の保守契約加入ユーザーに対しては、次バージョン（Ver.14.10）よりダウンロードにて提

供いたします。（Ver.13.10 のダウンロード提供は行いません。） 
 

 

４． プログラム容量 

環境 詳細 

プログラム容量 •300MB 以上 •Ｅｉボード：500MB * 

データ容量 全データを 1 つの DB ファイルで管理します。初期のサイズは 10MB。 

* R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際に、別途必要です。 

※ ＯＳ、メモリ、プリンタ等の動作環境は、システムインフォメーション「14XA002 Ｅｉボード（Ver.13.10）

のリリース」をご参照ください。 
 

５． システムの対応内容（概要） 

※ 詳細は、AC ディーラーズネットの［R4 シリーズ 各種ツール］→［サポートツール］→ 

［各種資料］をご参照ください。 

各種資料の項目 詳細 

R4 シリーズ今回の変更点 

（機能アップ編） 
起動時に画面表示される、今回の変更点（機能アップ編） 

電子申告 R4 Ver.13.10 のリリース 
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R4 シリーズ今回の変更点 

（操作変更編） 
起動時に画面表示される、今回の変更点（操作変更編） 

導入まるわかりガイドブック 

（カラー） 

既存のお客様が R4 シリーズへアップグレードする際の商

品に同梱される、（インストール）~（認証）~（データ移

行）までの導入まるわかりガイドブック 

＊紙媒体はモノクロ 

R4 シリーズ要望対応一覧 
システム開発意見要望の中で、今回 R4 シリーズで対応し

た一覧資料 

コンバートマニュアル 
コンバータを起動した際に表示される「マニュアル」ボタ

ンで表示されるコンバートマニュアル 

■複数年のデータ管理 

1 つのアプリケーションで、通常申告から修正申告まで平成 25 年以降の全ての電子申告処理を行

うようにしました。 

■一括処理の強化 

データ取込や受付結果の確認も一括処理内で行えるようにしました。 

■全帳票プレビュー 

R4 シリーズで作成された帳票については全て帳票プレビューができるようにしました。 

■メッセージ一覧の変更 

メッセージ関連画面（受付結果一覧、メッセージ一覧、納税証明書）を 1 つに統合しました。 
 

 

６． 連動可能な製品 

R4 各アプリの電子申告更新用プログラムは、電子申告 R4 Ver.14.10（2014 年 6 月中旬予定）と同

時に提供を開始します。 

したがって、本バージョン（Ver.13.10）では、旧製品からの取り込みのみとなります。 
 

アプリケーション 旧製品 

財務 InterKX 財務会計 (5.1.e1)、財務応援 Super (9.1.e1) 

法人税 平成 25 年度 InterKX 法人税 (H25.1.e6)、法人税顧問 (H25.1.e6) 

内訳・概況書 InterKX 内訳書・概況書 (14.0.e2)、内訳書・概況書顧問 (14.0.e2) 

給与 平成 25 年度 
InterKX 給与計算・法定調書 (H25.1.e2)給与応援 Super (H25.1.e2) 

法定調書顧問 (H25.1.e1) 

所得税 平成 25 年 InterKX 所得税 (H25.1.e1)、所得税顧問 (H25.1.e1) 

相続税（贈与税） 平成 25 年 相続・贈与税顧問 (H25.2.e1) 

減価償却 InterKX 減価償却 (14.1.e1)、減価償却応援 (14.1.e1) 

※： この他、事務所管理 R4（顧問先管理）との連動（業務日報）にも対応しています。 
 

 

７． フォルダー構成 

■データベース 

¥ 

└ R4_RDB ································· データベース格納フォルダー 

 └ denshi_1 ······················ 電子申告 R4 用データフォルダー 
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■プログラム 

¥ 

└ Program Files（64bitOS は Program Files(x86)） 

 └ Epson 

  └ R4 

   └ denshi_1 ·········· 電子申告 R4 用プログラムフォルダー 
 

 

８． パッケージの内容 

製品種類と梱包内容は、次のとおりです。 

8.1.インターKX 電子申告 R4 

【新規】1 ユーザー 

・InterKX 電子申告 R4 セットアップディスク Ver.13.10 CD-ROM ···················· 1 枚 

電子申告 R4 Ver.13.10 

Ｅｉボード 

・インターKX R4 シリーズ セットアップガイド ··················································· 1 部 

・電子申告 R4 導入マニュアル ·········································································· 1 冊 

・電子申告 R4 パッケージの内容 ······································································· 1 部 

【新規】追加 1 ユーザー 

・追加ライセンスのご案内 ················································································ 1 部 

・インターKX R4 シリーズ 追加ライセンスの登録手順 ········································· 1 部 
 

8.2.電子申告顧問 R4 

【新規】1 ユーザー 

・電子申告顧問 R4 セットアップディスク Ver.13.10 CD-ROM ··························· 1 枚 *1 

電子申告 R4 Ver.13.10 

Ｅｉボード 

・顧問 R4 シリーズ／応援 R4 シリーズ セットアップガイド ·································· 1 部 

・電子申告 R4 導入マニュアル ·········································································· 1 冊 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 ························································· 1 部 

・サポート＆サービスあんしんＢＯＯＫ ······························································· 1 冊 

・R4 シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 ···································· 1 部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 ························································· 1 部 

・返信用封筒 ·································································································· 1 部 

・電子申告顧問 R4 パッケージの内容·································································· 1 部 
 

*1 CD-ROM ケースには、プロダクト ID を記載したラベルが貼付されています。 

ユーザー登録（保有商品登録）を行う際に必要となります。 
 

【新規】追加 1 ユーザー 

・追加ライセンスのご案内 ················································································ 1 部 

・顧問 R4 シリーズ／応援 R4 シリーズ 追加ライセンスの登録手順 ························· 1 部 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 ························································· 1 部  

・R4 シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 ···································· 1 部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 ························································· 1 部 

・返信用封筒 ·································································································· 1 部 
 

 

以上 


