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新製品 

       累計販売本数 63 万本突破！ 確定申告・青色申告ソフト since1997 

    

 

 

株式会社リオは、確定申告・青色申告ソフト「やるぞ！確定・青色申告 2016」シリーズを全国の PC 量販店・家電量販店、およびオンライ

ンストアで販売いたします。「やるぞ！確定申告・青色申告」シリーズは、累計販売本数 63 万本を誇る、No.1 申告ソフトウェアです。 

「やるぞ青色申告 2016」は独立間もない個人事業主の方でも簡単な入力方式と親切丁寧な電話・メールサポートでしっかりフォローし、

ご自分で決算書を作成するところまでお手伝いいたします。 

「やるぞ確定申告 2016」はネットオークション/通販や株式取引をされる方の申告もしっかりお手伝いいたします。 

また、今年も 2016 年 2 月 15 日から 3 月 15 日までの確定申告書受付期間は土日も休まずコールセンターがお客様の業務をサポートいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 
希望小売価格 

（税抜） 
JAN コード 

サポート 対応 ｅ− 

Ｔａｘ メール TEL リモート 一般 不動産 農業 

やるぞ！確定申告 2016 for Windows 4,980 円 4560342192499 15 ヶ月 15 ヶ月 ◯ － － － ◯ 

やるぞ！確定申告 2016 for Mac 4,980 円 4560342192505 15 ヶ月 15 ヶ月 ◯ － － －  

やるぞ！青色申告 2016（一般/不動産 用） 

シンプルサポートパック for Windows 
8,800 円 4560342192536 15 ヶ月 − − ◯ ◯ － ◯ 

やるぞ！青色申告 2016（一般/不動産/農業 用） 

あんしんサポートパック for Windows 
10,800 円 4560342192512 15 ヶ月 15 ヶ月 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

やるぞ！青色申告 2016（一般/不動産/農業 用） 

あんしんサポートパック for Mac 
10,800 円 4560342192529 15 ヶ月 15 ヶ月 ◯ ◯ ◯ ◯ − 



◆商品情報  

 

 

●個人事業主の所得税申告へ対応！ 

※e-Tax 機能は Windows 版のみの対応となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比比べべててくくだだささいい！！    

電電話話、、メメーールル、、リリモモーートトササポポーートトがが最最大大 1155 ヶヶ月月間間※※本本当当にに無無料料でですす。。  

ササポポーートトをを受受けけるる際際のの""追追加加費費用用””はは必必要要あありりまませせんん！！    

※電話、リモートサポートは「あんしんサポートパック」のみとなります。 

※リモートサポート期間は、2016 年 1 月 5 日〜3 月 31 日となります。 

※やるぞ！2016 シリーズのサポートは 2017 年 3 月 15 日までとなります。 

 

  

◎あんしんのサポート体制 

初めて使うソフトウェアは、いくらメーカー側が「かんたん」とううたたええどど操操作作でで分分かかりりづづららいいととこころろががででててくくるるもものの。。 

分厚いマニュアルを何度読み返しても問題が解決しなくて困ったなんんてて経経験験あありりまませせんんかか？？ 

そんな問題は、電話、又は e メールでお問い合わせをいただければ、、弊弊社社ササポポーートトススタタッッフフがが親親切切丁丁寧寧ににごご説説明明ささせせてて頂頂ききまますす。。 

もちろん、お問い合わせに回数の制限などございません。不明な点ががああれればばどどんんどどんんごご連連絡絡くくだだささいい。。  

また、ご好評頂いております「土日サポート※」に加えて、今年度よりり「「リリモモーートトササポポーートト」」ササーービビススもも開開始始いいたたししままししたた。。 

サポートスタッフがインターネット回線を通じてお客様のパソコンをを実実際際にに操操作作すするるここととでで、、よよりり問問題題解解決決をを迅迅速速にに行行いいまますす。。 

※2016 年 2 月 15 日〜3 月 15 日までの申告需要期限定となります。 

 

 

◎しつこい勧誘・セールスなどいたしません 

「ユーザー登録後、電話でのしつこい売り込みラッシュが始まるからイヤ」というお声をよく耳にします。お客様には安心してしっかりと

ご検討いただきたいため、我々は強引な売り込みは一切いたしません。ご不明な点があればお問い合わせ頂き、正確にご回答させて頂く。 

その後、お客様が本当に良いと思われて購入頂くということを大切にしております。 

e-Tax へ対応！ 

 

サポート最大 15 ヶ月無料 

 



確定申告ソフトは、算出する計算式が年度毎に変わるため、どうしても毎年ご購入いただかねばならないもの。 

本当に良いと思って頂いてこそ長く使っていただける製品だと考えております。 

 

◎誰でも直感的にわかりやすいプログラム構成 

ことソフトウェアにおいては「不必要な機能がたくさんあって操作が複雑になっている」なんて言われがちです。 

お客様が申告書作成において本当に必要な機能はなんだろう。 

それを追求して考えられたのがやるぞ！シリーズのプログラム。 

メニュー画面でも分かる通り、他社製品に比べ非常にシンプルな作りになっており、 

お客様がマニュアルを読まずとも直感的操作ができるよう工夫した構成となっております。 

申告書類の縮小イメージがそのまま操作画面になっていますので、書類上で入力したい部分をクリックするだけの簡単操作です。 

データ入力から自動計算まで、はじめて確定申告書類を作成する人でもスムーズに作業を進めることができます。 

 

◎青色申告は農業申告にも対応 

農業申告に対応しているソフトって実はものすごく高かったりするんです。 

実際、農業専用のソフトウェアですと 60,000 円もするものがあります。 

毎年 60,000 円もの出費は厳しいと言わざる終えません。 

それに対してやるぞ！青色申告は「農業」申告以外にも「一般」、「不動産」に対応し、 

これ 1 本で専業農家の方はもちろん、兼業農家（不動産賃貸収入などを得ている方）の方も申告準備が整います。 

 

◎コピー用紙が申告書類に 

「帳票への印刷間違えた！また税務署まで取りに行かなくては。。。」そんなことしなくていいんです。 

普段使っているコピー用紙が申告書類に早変わり。白紙へ印刷するだけでちゃんと正式に確定申告できる書類としてお使いいただけます。 

 

◎65 万円控除にも対応 

青色申告は 65 万円控除にもしっかり対応しております。また、白色申告をお考えの方にも問題なくお使えいただけるソフトウェアとなっ

ております。 

    今年も「やるぞ！確定申告・青色申告」でらくらく・かんたん申告！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発売日 2015 年 12 月 11 日（金） 

初回発注締日 2015 年 12 月 4 日（金） 

発売元 株式会社リオ 

 

■動作環境 
Windows版 

●対応 OS： Windows Vista 各エディション、 Windows7 各エディション、Windows 8 各エディション、 

        Windows 8.1 各エディション、Windows 10各エディション   

●CPU： OSの動作環境に準ずる 

●メモリ: 512MB以上必須 （1GB以上推奨） 

●HDD空き容量:  約 1GB 程度(＋データ作成数 1 件あたり 1MB 程度) 

●モニタ表示： 1024×768 以上必須 (1280 x 800 以上推奨)、High Color（１6 ビット）以上 

●その他： 日本語キーボード、マウス（または互換デバイス） 

       カラー印刷が可能で、かつ上下左右 5mm以下の余白設定が可能なインクジェットプリンター/レーザープリンター 

 

Macintosh 版 

●対応 OS: MacOSX10.7 以降(最新の状態に更新済みであること) 

●CPU： OSの動作環境に準ずる 

●メモリ: 512MB以上必須 （1GB以上推奨） 

●HDD空き容量: 約 1GB程度(＋データ作成数 1件あたり 1MB程度) 

●モニタ表示: 1024×768 以上必須 (1280 x 800 以上推奨)、High Color（１6 ビット）以上 

●その他： 日本語キーボード、マウス（または互換デバイス） 

       カラー印刷が可能で、かつ上下左右 5mm以下の余白設定が可能なインクジェットプリンター/レーザープリンター 

 



＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

発売元  :株式会社リオ  

担当   :営業部 小山直文 

e-mail  :info@riocompany.jp  

Tel/Fax  :03-3526-5710 /03-3526-5721 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜開発元＞ 

会社名   : 有限会社山屋商店 

代表者   : 代表取締役 山下隆浩 
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＜発売元＞ 
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代表者   : 代表取締役 山下隆浩 

本社所在地 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-11-6 共同ビル 7 階 

URL    : http://www.riocomany.jp 
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