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Web版法人番号付与ツールでできること

法人番号付与機能
・法人名と法人所在地から、法人番号を付与することができます。

法人番号付与を実施するためには法人名と法人所在地を記入したCSVファイルの
アップロードが必要です。
アップロードするファイルのフォーマットはCSVファイル形式、文字コードはUTF-8また
Shift_JISです。
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2.1 システムの起動

ブラウザを起動し、以下のURLを入力します。

URL： https://tools01.info.gbiz.go.jp/nayose-ui/#/login
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2.2 ログイン

［ログイン実行］
(1) 「ユーザID（メールアドレス）」にメールアドレ

スを入力します。
(2) 「パスワード」にパスワードを入力します。
(3) ログインボタンをクリックします。(１)

(2)

(3)

※1

※1

事前にユーザー登録が必要です。
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2.3 メニュー選択

［メニュー選択］
(1) 法人番号付与を実施する際は「法人番
号付与」をクリックします。

(2)法人番号付与進捗状況の確認、または
法人番号付与結果CSVのダウンロードを
実施する際は「法人番号付与進捗確認」を
クリックします。

(１)

(2)
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「法人番号付与ツール」はCSV形式のファイルのみ対応しております。お手数をおかけしますが、
転記いただいたデータ提供用フォーマット（エクセル形式）をCSV形式(カンマ区切り)のファイルに
保存の上、ツールの実行をお願いします。※ヘッダ情報を残したままCSVファイルを作成ください。

※EXCELのバージョンによって
画面が異なる場合があります。

図2-1 CSV形式のファイル保存方法

2.4 エクセルファイルのCSV変換
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2.5 法人番号付与の実施（1/3）
［法人番号付与の実施］
法人番号付与画面にて法人番号付与を実
施するファイルをアップロードし、法人番号
を付与します。

(1) 法人番号付与を実施するCSVファイル
の文字コードを“Shift-JIS”, “UTF-8”の中
から選択します。
(2) 法人番号付与を実施するCSVファイル
をドラッグ＆ドロップします。
または、ファイルを選択するエリアをクリッ
クして、法人番号付与を実施するCSVファ
イルを選択します。

(１) (2) ※１

※1 
選択したファイルの拡張子が“csv”でない場合、エラーを表
示します。
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2.5 法人番号付与の実施（2/3）
［法人番号付与の実施］
法人番号付与画面にて法人番号付与を実
施するファイルをアップロードし、法人番号
を付与します。

(3) ヘッダー行数を選択します。
(4) 法人名の列数を指定します。
(5) 法人の所在地の列数を指定します。
(6) 法人番号を付与する列数を設定します。

※2

(3)

(4)

(5)

(6)

※2

プレビューには(2)で指定したファイルの５行分のイメージを
表示します。
(3)を指定すると、該当行の背景色を緑、
(4)を指定すると、該当列の背景色をピンク、
(5)を指定すると、該当列の背景色を水色
で表示します。
(6)を指定すると、該当列をプレビューに表示（追加）します。
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2.5 法人番号付与の実施（3/3）
［法人番号付与の実施］
法人番号付与画面にて法人番号付与を実
施するファイルをアップロードし、法人番号
を付与します。

(7) 「全文検索」※3 機能を使って法人番
号を付与する場合はチェックボックスをオ
ンにします。
(8) (1)～(6)がすべて入力された状態で
「法人番号付与実行」ボタンをクリックしま
す。
クリック後、法人番号付与進捗画面が表示
されます。

(8)

(7) ※３

※3 

「全文検索」とは、指定したデータでは法人番号が付与できない
ような場合において、近似する法人を検索して番号付与する機
能です。
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2.6 法人番号付与の進捗状況確認・結果取得
［法人番号付与の進捗状況確認・結果取
得］
法人番号付与進捗画面に法人番号付与の
進捗状況が表示されます。
法人番号付与が完了したファイルの結果を
取得できます。

(1) 法人番号付与結果を削除します。
(2) 法人番号を付与したファイルをダウン
ロードします。
(3) 実行中の法人番号付与処理をキャン
セルします。
(4) 法人番号付与進捗詳細画面をポップ
アップで表示します。

(１)

(3)

(2)

(4)※1

※1 

法人番号付与進捗状況を表示します
・実行待ち - 法人番号付与実行待ち
・完了- 法人番号付与終了
・キャンセル - キャンセル
・プログレスバー - 法人番号付与中。進捗状況をプログレ

スバーで表示
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2.7 法人番号付与の進捗詳細（1/2）

［法人番号付与の進捗状況］
法人番号付与進捗詳細画面に法人番号付与の進
捗詳細が表示されます。

(1) 法人番号付与および法人番号の付与が完了し
ている場合は100％、未完了の場合は完了した割
合が%形式で表示されます。
(2) 法人番号付与の進捗状況が表示されます。

・WAITING – 実行待ち
・RUNNING – 実行中
・FINISH – 完了
・CANCELED – キャンセル
・ERROR – エラー

(3) 法人番号付与実行開始日時が表示されます。
(4) 法人番号付与実行完了日時が表示されます。
(5) 法人番号付与したファイル名が表示されます。
(6) 法人番号付与したファイルの全行数が表示さ
れます。

(１)

(3)

(2)

(5)

(4)

(6)
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2.7 法人番号付与の進捗詳細（2/2）

［法人番号付与の進捗状況］
法人番号付与進捗詳細画面に法人番号付
与の進捗詳細が表示されます。

(7)法人番号付与結果コードの件数が表示
されます。
（法人番号付与結果コードは「3.2 法人番
号付与結果コード仕様」を参照）
(8)「Close」ボタンまたは、ポップアップ画面
以外をクリックすると進捗詳細画面が閉じ
ます。

(8)

(7)
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3.1 法人番号付与結果CSVの出力内容
法人番号付与結果のCSVファイルにはユーザの指定した法人番号の出力以外に以下の項目をファ

イルの末尾に出力します

法人番号付与結果ファイル例：

*****,*****,*****,法人番号, 法人名, 法人所在地,法人番号付与結果コード,ヒット件数

2 3 4 5 61

# 項目名 説明

1 アップロードCSVファイルデータ アップロードしたCSVファイルのデータ

2 法人番号 法人番号付与ツールにて付与された法人番号

3 法人名 #1の法人番号に紐づく法人名

4 法人所在地 #1の法人番号に紐づく法人所在地

5 法人番号付与結果コード 法人番号付与結果コード仕様参照

6 ヒット件数 法人基本３情報のデータにてインプットデータと合致した法人の件数
(法人基本３情報のデータ：法人番号公表サイトにて公開されている法人
情報)
※同一名称の法人が存在する場合、検索件数が複数件になることがあり
ます。複数件表示された場合は法人番号公表サイトにて法人番号を確認
願います。

14
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No コード 説明

1 M00 法人名完全一致、住所完全一致

2 M01 法人名完全一致、住所前方一致(※1)

3 M02 法人名完全一致、住所前方一致(※2)

4 M03 法人名完全一致、住所不一致

5 M10 法人名部分一致、住所完全一致(※3)

6 M11 法人名部分一致、住所前方一致(※1, ※3)

7 M12 法人名部分一致、住所前方一致(※2, ※3)

8 M13 法人名部分一致、住所不一致(※3)

9 M20 法人名部分一致、住所完全一致(※4)

10 M21 法人名部分一致、住所前方一致(※1, ※4)

11 M22 法人名部分一致、住所前方一致(※2, ※4)

12 M23 法人名部分一致、住所不一致(※4)

13 M30 法人名不一致、住所完全一致

14 M31 法人名不一致、住所前方一致(※1)

15 M32 法人名不一致、住所前方一致(※2)

16 M33 法人名不一致、住所不一致

※1 インプットデータが法人番号の住所を包含
※2 法人番号の住所がインプットデータの住所を包含
※3インプットデータが法人番号の法人名を包含
※4 法人番号の法人名がインプットデータの法人名を包含

3.2 法人番号付与結果コード仕様
（１） コード一覧
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M X X
2桁目：法人名の法人番号付与結果 半角整数 (0-3)で

表示
3桁目：住所の法人番号付与結果 半角整数(0-3)で表

示

3.3 法人番号付与結果コード仕様
（２） コード体系
法人番号付与結果は以下のとおり、3桁のコードで表現します。

1桁目：接頭語 “M”固定

■法人名の結果 ■住所の結果

# 意味 説明

0 完全一致 法人番号データとインプットデータが完全一
致

1 部分一致
※インプットデー
タが法人番号の
法人名を包含

2 部分一致
※法人番号デー
タがインプット
データを包含

3 不一致 法人番号データとインプットデータが不一致

# 意味 説明

0 完全一致 法人番号データとインプットデータが完全一致

1 前方一致
※インプットデータが
法人番号の住所を包
含

2 前方一致
※法人番号の住所が
インプットデータの住
所を包含

3 不一致 法人番号データとインプットデータが不一致

法人番号データ：
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

インプットデータ：
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 九州

法人番号データ：
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 九州

インプットデータ：
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

含む

含む

法人番号データ：
東京都江東区豊洲三丁目３番３号

インプットデータ：
東京都江東区豊洲三丁目３番３号 豊洲ビル

法人番号データ：
東京都江東区豊洲三丁目３番３号豊洲ビル

インプットデータ：
東京都江東区豊洲三丁目

含む

含む

コード「1」は法人番号のデータを包含するため、
「2」のデータよりも確度が高い

確度高

確度低
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法人番号付与の結
果の

CSVファイル

法人番号付与ツール画面

クリック

法人番号付与ツールで付与した法人番号と元データの法人のデータが一致していない場合がありますので、
法人番号付与ツールにて実施した法人番号付与の結果について、法人番号、法人名、所在地が正しいかどうか
確認をお願いします。

修正無しの場合 修正有りの場合

想定どおりの法人番号が付与されたと考えられる法人番号付
与結果の高い評価の法人番号付与結果コードM00、M01、
M02(※ヒット件数１)のみ法人インフォに掲載します。
→法人番号付与結果コードについては(資料５ 3.2)をご参照く
ださい。
→提出については（資料４ ２-４)をご参照ください。

付与した法人番号と元データの法人のデータが一致していない場合
は、データ提供用フォーマットに法人番号を転記いただくなどして提
供データの作成をお願いします。※ケース１と同じ流れになります。

→提出については（資料４ １-１）をご参照ください。

法人番号付与結果を確認し、下記のいづれかの方法でご提出く
ださい。
※両方実施すると、重複して掲載される場合がありますの

でご注意ください。

認定日 資格名 認定部門 対象物 交付元 交付先
府省庁名 法人番号 法人名 所在地

yyyy/mm/dd XX資格 経済産業省 法人名A 東京都千代田区XX
yyyy/mm/dd XX資格 経済産業省 法人名B 東京都港区XX
yyyy/mm/dd XX資格 経済産業省 法人名C 東京都足立区XX
yyyy/mm/dd XX資格 経済産業省 法人名D 東京都江東区XX
yyyy/mm/dd XX資格 経済産業省 法人名E 東京都北区XX

元データ

(法人番号) 法人名A 東京都千代田区XX M00
(法人番号) 法人名B 東京都港区XX M01
(法人番号) 法人名C 東京都足立区XX M02 1
(法人番号) 法人名D 東京都江東区XX      M03
(法人番号) 法人名E 東京都北区XX        M33

ツールが付与したデータ

法人名、所在地が正しいかどうか確認をお願いします。

3.4 法人番号付与結果の確認

17
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4.1 パスワード変更
［パスワードの変更］
ユーザのパスワードを変更します。

(1) 現在のパスワードを入力します。
(2) 新規パスワードを入力します。
(3) 確認のため、新規パスワードを

もう一度入力します。

(4) (2)のパスワード強度の目安です。

(5) パスワード変更ボタンをクリックします。
パスワードの変更が完了した場合、
メニュー画面が表示されます。

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)
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4.2 ユーザ削除

［ユーザ削除実行］
メニュー画面からユーザを削除します。

(1) ユーザ削除ボタンをクリックします。
(2) 画面にポップアップが表示されます。

(3) [OK]をクリックした場合、
ポップアップが閉じ、
ユーザが削除されます。
(法人番号付与結果も削除されます。)

ユーザ削除後に、ログイン画面を
表示します。

(4) [キャンセル]をクリックした場合、
ポップアップが閉じます。

(1)

(2)

(3) (4)
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4.3 パスワードを忘れた場合（1/3）

(1) 「パスワードを忘れた場合」リンクをク
リックします。

［パスワード再設定メール発行実行］
(1) 「ユーザID（メールアドレス）」にメール

アドレスを入力します。
(2) 発行ボタンをクリックします。

(１)

(2)

(3)

※1

※1

事前に登録がされているユーザーが対象で
す。
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4.3 パスワードを忘れた場合（2/3）

(1) 4.3 パスワードを忘れた場合（1）の操
作で送付されたメールのURLリンクを
クリックします。

(１)
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4.3 パスワードを忘れた場合（3/3）

［パスワード再設定実行］
(1) 新たに設定するパスワードを入力しま

す。
(2) 確認用パスワードを入力します。
(3) (2)のパスワード強度の目安です。
(4) パスワード再設定ボタンをクリックしま

す。

［パスワード再設定実行完了］
(5) ログインページリンクをクリックすると、
ログインページが表示されます。新しいパ
スワードでログインが可能になります。

(１)

(2)
(3)

(4)

(5)
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4.4 ユーザアカウント申請

(1) 「新規登録」リンクをクリックします。

(2) gBizINFOのアカウント登録申請ページ
が表示されます。

(１)

(2)


