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ご利用マニュアル
「税務・会計データベース」
は、
第一法規の税務・会計分野の WEB 商品群である
「Standard」、
「DHC Premium」および「D1-Law.com 税務・会計法規」を 1 つに集約した総合サイト
です。
ここでは、
「DHC Premium」の機能について説明します。
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ご利用にあたって

１ ログインとログアウト
インターネットに接続し、https://zei-ptl.d1-law.com にアクセスします。
税務・会計データベースのトップページが表示されますので、画面右上部の
ボタンをクリックいただきますと、ログイン画面に切り替わります。お客様のユーザ ID
とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックするか、エンターキーを押してロ
グインしてください。
【ログイン前画面】

ユーザ ID を入力
（ご登録のメールアドレス）
パスワードを入力

クリックまたはエンターキー
を押してログイン
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ログインが完了すると、商品のご契約の状況に応じて、会員ページとして次のような
ページが表示されます。ご利用の終了時には、必ず画面右上の「ログアウト」ボタンを
クリックしてください。
【ログイン後ホーム画面】
「税務・会計データベース」操作マニュアルへ

ログアウト

プルダウンで選択した年度
の一覧を表示します。

※ログイン後の画面では、ご契約いただいている商品のみ表示されます。

２ 税制改正概要一覧、法令・通達トピックスについて
（１）税制改正概要一覧
年度改正の内容と根拠条項、適用関係がひと目でわかる一覧を表示します。
（２）法令・通達トピックス
官報原文、法令のあらまし、新旧対照表が確認できます。

３ 「お知らせ」について
（１）ログイン前のお知らせ
税務・会計データベースに関するお知らせを表示します。
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（２）ログイン後のお知らせ
① 共通・商品別のお知らせ

DHC Premium 全体の共通のお知らせと、商品ごとのお知らせを表示します。

② RSS によるお知らせの受信
税務・会計データベース共通のお知らせ、DHC Premium の内容更新に関するお知
らせ等の情報を RSS にて配信します。RSS ボタン
をクリックし、受信登録を
することで、これらの情報を受信することができます。次のようなお知らせ内容が表
示されます。

※Chrome の場合は RSS の拡張機能「RSS Subscription Extension（by Google）
」が、Firefox
の場合は RSS の拡張機能「Livemarks」が必要となりますので、インストールしてご利用く
ださい。
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機能・操作について

１ 検索機能
DHC Premium では、各種絞込み機能を持った検索機能をご用意しています。
目的に応じて選択してください。
（１）DHC Premium 一括検索
DHC Premium（コンメンタール法人税法 Digital／会社税務釈義 Digital／会社税務
事例 Digital／法人税通達逐条解説 Digital／コンメンタール×所得税務釈義 Digital／所
得税通達逐条解説 Digital／コンメンタール相続税法 Digital／相続税通達逐条解説
Digital／コンメンタール消費税法 Digital／消費税通達逐条解説 Digital／コンメンター
ル国税通則法 Digital）の商品の中で一括検索を行うことができます。
入力されたキーワードを条件に検索を実行し、検索結果一覧画面に遷移します。
① ログイン後ホーム画面からの一括検索
商品ボタンをクリックすることなく、DHC Premium 一括検索ができます。

キ ー ワ ー ド を 入 力 し 、 DHC
Premium の商品の中で一括検
索します。

② 検索画面トップからの一括検索

商品ボタンをクリックすると、下
記②の検索画面トップに遷移し
ます。そこでも一括検索ができま
す。
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（２）マルチサーチタブ
検索状態を画面ごとにそのままの状態で最大 5 件まで保持しておくことができます。
それぞれの画面は、タブを切り替えることによって呼び出します。
「＋」ボタンを押して新しいタブを
開きます。閉じる場合は「×」ボタ
ンを押します。
現在開いているタブで
表示されている検索画面

（３）検索画面トップ
⑥条件クリア

③法令・通達・判例等から探す

④法令・通達を探す

⑤判例を探す

②フリーワード検索
①目次・索引検索

⑦お知らせ

① 目次・索引検索
後述７頁「Ⅱ１（４）①目次・索引検索」を参照ください。
※目次・索引検索では、ご契約いただいている商品のみ表示されます。

② フリーワード検索
後述８頁「Ⅱ１（４）②フリーワード検索」を参照ください。
③ 法令・通達・判例等から探す
後述９頁「Ⅱ１（４）③法令・通達・判例等検索」を参照ください。
④ 法令・通達を探す
「D1-Law.com 税務・会計法規」へリンクします。※別途ご契約が必要です。
⑤ 判例を探す
「D1-Law.com 判例体系」へリンクします。※別途ご契約が必要です。
⑥ 条件クリア
指定されている検索条件をすべてクリアします。

⑦ お知らせ
前述４頁「Ⅰ３（２）ログイン後のお知らせ」を参照ください。
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（４）各種検索機能
① 目次・索引検索
商品ごとに、体系的に構成された目次・索引から解説を検索することができます。
【例：会社税務釈義】

【例：会社税務事例】
１

１

３
３
２
２

【例：コンメンタール×所得税務釈義】

１

目次・索引表示欄開閉コントロール
目次・索引表示欄を画面上左右いっぱいに
表示したり、表示させないことができます。

２

１

３
２

３

３

２

目次・索引項目
目次・索引の項目の左側にある「＋」
「－」
ボタンをクリックし、下位項目を表示、非表
示にします（最大 5 階層まで表示）
。
「>」をクリックすると、右側の表示欄に
細目次を表示することができます。

解説年度の切り替え
メニューバー右端の年度を切り替えると、
過去の解説を検索することができます。
【コンメンタール法人税法】
平成 29 年度から蓄積
【会社税務釈義】 平成 23 年度から蓄積
【会社税務事例】 平成 24 年度から蓄積
【法人税通達逐条解説】
平成 25 年度から蓄積
【コンメンタール×所得税務釈義】
平成 27 年度から蓄積
【所得税通達逐条解説】
令和２年度から蓄積
【コンメンタール相続税法】
平成 28 年度から蓄積
【相続税通達逐条解説】
令和２年度から蓄積
【コンメンタール消費税法】
平成 28 年度から蓄積
【消費税通達逐条解説】
令和２年度から蓄積
【コンメンタール国税通則法】
平成 30 年度から蓄積
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② フリーワード検索
DHC Premium の解説をフリーワードで検索します。
画面中央のフリーワード入力欄に、検索語を入力して検索を実行します。複数語を
掛け合わせて検索する場合、スペース区切りで検索してください。
AND、OR、NOT の検索式を使って検索したい場合、キーワードの代わりに文章（単
文）を入力して検索したい場合、年度や廃止制度指定をして検索したい場合は、
「▶検
索オプション」を開き、必要事項をパネルに入力してください。

【参考】同意語処理
フリーワード検索では、表記の揺れのある語句でも検出できるよう、同意語処理によ
る補助検索を行っています。例えば、「繰延／繰延べ／繰り延べ」といった送り仮名に
よる表記の揺れや、
「外為法」や「独禁法」といった法令の略称、
「会社員／サラリーマ
ン」といった通称などを同意語として自動的に検出します。

（ⅰ）キーワードサジェスト機能
入力された検索語に対し、より正確な検索結果が得られるよう、検索語の候補を
入力欄の下に一覧表示（10 語）します。候補語が 11 語以上ある場合、「（もっと見
る）
」を押すと全候補語を表示します。
候補語を選択し、検索を実行してください。

入力された検索語に
対し、候補語を一覧
表示します。
「（もっと見る）」を
押すと全候補語を表
示します。
【未契約商品の表示】
初期設定では、未契約商品に関する候補語も表示されます。「設定」でご契約商品に
関する候補語のみ表示されるように変更できます（後述 22 頁「Ⅱ２（７）利用設定」
参照。）
。
◎ご契約商品に関する候補語のみ表示されるように変更した場合の例
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③ 法令・通達・判例等検索
解説に掲載されている根拠法令・通達の条項号の情報、発令年・番号、判例要旨の
裁判年月日・事件番号、裁決要旨の裁決年月日から解説を検索することができます。
画面上部の「法令・通達・判例等から探す」ボタンをクリックし、入力フォームを切
り替えてください。
法令・通達・判例等から探す

（ⅰ）法令検索

選択

（ⅱ）通達検索

年度を指定して検
索できます。

法令名・通達名から検索する場
合、法令名・通達名、条項号・
通達番号まで入力して検索する
ことができます。
また、登録されている情報に応
じてその候補を表示します（サ
ジェスト機能）
。

選択

（ⅲ）判例・裁決例検索

判例を検索する場合、裁
判所 名 は 入力 し た情 報
に応 じ て その 候 補を 表
示します（サジェスト機
能）
。

選択
出典は、プルダウンから
書誌情報を表示・選択し
ます。
【参考】判例・裁決例を年月日で検索し、その結果
が 0 件であった場合、右記の表示が出ます。入
力された年月日をキーワードとして、フリーワ
ード検索を行います。

④ 検索条件の保存

検索したキーワードは、
「検索条件の保存」ボタン
で保存することができます。
保存したキーワードは、記録ツールにて確認できます（後述 25 頁「Ⅱ３（３）①保存し
た検索」参照。
）
。
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⑤ 検索結果一覧
画面中央の欄に、検索結果を一覧表示します。
検索結果は、ヒットした検索語を含む見出し単位に、ヒットした解説箇所の目次で
の所在、補正状況とともに表示します。また、ヒットした箇所はハイライト表示され、
ヒット箇所を含む解説本文を数行表示します。
（ⅰ）検索結果の並び替えを行います。 適合率順／書籍・目次順（※）／税目順
（ⅱ）
「▶もっと読む」をクリックすると、ヒット箇所を含む解説本文を範囲を広げ
て表示させることができます。
（ⅲ）
「あとで読む」をクリックすると、記録ツール（後述 25 頁「Ⅱ３（３）②あ
とで読む本文／保存した本文」参照。）内の「あとで読む本文」のページに保存
されます。
（ⅳ）青色で表示されているタイトル部分をクリックすると、該当解説箇所を別画
面で表示します。
（ⅴ）商品ごとの検索結果の件数を表示します。
（ⅵ）左上の「条件クリア」ボタンで、検索結果をクリアすることができます。
（ⅰ）検索結果の並び替えを行います。
適合率順／書籍・目次順（※）／税目順
※書籍の順番

（ⅵ）指定されている
検索条件をすべて ク
リアします。

①コンメンタール法人税法 ②会社税務釈義 ③会社税務
事例 ④法人税通達逐条解説 ⑤コンメンタール×所得税務
釈義 逐条解説編 ⑥コンメンタール×所得税務釈義 事項
解説編 ⑦所得税通達逐条解説 ⑧コンメンタール相続税
法 ⑨相続税通達逐条解説 ⑩コンメンタール消費税法
⑪消費税通達逐条解説 ⑫コンメンタール国税通則法

（ⅳ）青色で表示されているタ
イトル部分をクリックすると、
該当解説箇所を別画面で表示
します（後述 15 頁「２ 本文
表示」参照）。
（ⅱ）ヒット箇所を含む解説
本文を、範囲を広げて表示さ
せることができます。

（ⅲ）記録ツール内の
「後で読む本文」のペー
ジに保存されます。

（ⅴ）各商品の検索ヒット件数を表示します。
件数ボタンをクリックすると、検索結果をその商
品で絞り込みます。

◎商品で絞り込んだ場合の例

商品で絞り込むと、その商品の件数ボタンの色が変
わります。

「解除」をクリックすると絞込みを解除できます。

税務・会計データベース

DHC Premium

- 11 -

ご利用マニュアル

【未契約商品の表示】
検索結果一覧では、ご契約いただいている商品のタイトル部分を青字で、未契約商品のタ
イトル部分を黒字で表示します。解説を閲覧できるのは、ご契約いただいている商品（タイ
トルが青字）のみとなります。
（後述 22 頁「Ⅱ２（７）利用設定」も参照ください。）
。

ご契約商品（タイトル
が青字）

未契約商品（タイトル
が黒字）

（ⅰ）あるまで検索
フリーワード検索の結果が０件で
あった場合に、右記のメッセージが表
示されます。
「OK」をクリックすると文字の並
びの似たものを再検索します。

（ⅱ）マークについて
「会社税務釈義」／「コンメンタール×所得税務釈義
解説を示すマーク

①書籍タイプ

事項解説編」の

「会社税務事例」の解説を示すマーク
「コンメンタール法人税法」／「法人税通達逐条解説」／「コンメンター
ル×所得税務釈義 逐条解説編」／「所得税通達逐条解説」／「コンメン
タール相続税法」／「相続税通達逐条解説」／「コンメンタール消費税法」
／「消費税通達逐条解説」／「コンメンタール国税通則法」の解説を示す
マーク

②未施行

施行前の制度であることを示すマーク

③改正情報

年度改正があった条文とその改正概要であることを示すマーク

④廃止

編注で廃止制度であることが注記されていることを示すマーク

⑤編注

廃止以外の“その他の編注”が記載されていることを示すマーク

⑥見直済み

年度改正の途中で、改正前の解説と改正後の解説が混在するとき、年度改
正が解説に反映され終了していることを示すマーク

⑦ＮＥＷ

新しく掲載された解説であることを示すマーク
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⑥ DHC Premium → Standard クイック検索
※別途「Standard」商品のご契約が必要です。

DHC Premium のフリーワード検索の検索結果画面から
を押すこと
で、ワンクリックで、Standard でも同一の検索語で一括検索できます。
（Standard→DHC Premium のクイック検索も同様に行えます。
）
◎DHC Premium 検索結果一覧画面（ここではフリーワード検索語として「寄附金

少額」と入力）

フリーワードを入力して、
「検
索」ボタンを押し、検索結果
一覧が表示されると、
◎Standard 検索結果一覧画面

が表示されます。
ここをクリックすると、下記
の画面に遷移します。

Standard の検索結果一覧画面が表示されます。フリーワード入力欄に DHC Premium
で入力したものと同一の検索語（ここでは「寄附金 少額」）が表示され、検索結果が表示され
ます。
⑦ 検索結果絞込み機能
検索結果に対し、目次、連想関連キーワード等で絞込みを行います。
（ⅰ）目次による絞込み
検索結果一覧画面の左側の欄に、商品ごとに目次を表示しています。第５階層ま
での目次項目で絞り込むことができます。

目次による
絞込み

【未契約商品の表示】
未契約商品の目次からも絞込みはできます。左側の欄では、未契約商品の商品名はグ
レー色で表示されます（後述 22 頁「Ⅱ２（７）利用設定」も参照ください。）
。
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（ⅱ）連想関連キーワード等による絞込み
検索結果一覧画面の右側の欄に、絞込みを行うためのツールを表示しています。
絞込みを行うと、右側の欄の最上部に絞り込んだ項目が表示されます。
別の要素で絞り込み直したい場合は、項目の右側の
ボタンを押して絞込み
を解除してから、再度絞込みをかけてください。
（ⅱ）-1 連想関連キーワードによる絞込み
入力されたキーワードに関連する、独自のロジックから抽出した語を、絞込
み候補語として一覧表示し、絞込みを行うことができます。

絞込み解除ボタン

連想関連キーワードに
よる絞込み

（ⅱ）-２ 税目による絞込み
検索結果に対し、関連する税目を含む解説に絞り込むことができます。
絞込み解除ボタン

税目による絞込み

（ⅱ）-３ 書籍タイプによる絞込み
検索結果に対し、書籍タイプごとの解説を選択できます。
・解説書：
「会社税務釈義」／「コンメンタール×所得税務釈義 事項解説編」
・事例集：
「会社税務事例」
・コンメンタール：
「コンメンタール法人税法」／「法人税通達逐条解説」／「コ
ンメンタール×所得税務釈義 逐条解説編」／「所得税通達逐条解説」／「コ
ンメンタール相続税法」／「相続税通達逐条解説」／「コンメンタール消費
税法」／「消費税通達逐条解説」／「コンメンタール国税通則法」

絞込み解除ボタン

書籍タイプによる絞込
み

税務・会計データベース
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（ⅱ）-４ 文書構造による絞込み
検索結果に対し、解説本文中にある特定の属性を持つ情報ブロック（仕訳例
や判例要旨、裁決要旨、参考情報など）に絞り込むことができます。

絞込み解除ボタン

文書構造による絞込み

税務・会計データベース
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２ 本文表示
目次・索引検索、フリーワード検索の結果から、解説本文を別ウィンドウ（WEB ブラ
ウザによっては新規タブ）で表示します。
をクリックすると、
ログイン後ホーム画面に遷移します。

閲覧している商品名を表示しています。

閲覧している解説の細目次を表示します。書
籍版における巻数・頁数も表示しています。

画面左側の欄には、右側
に表示されている解説
本文が含まれる細目次
上の所在箇所を表示し
ます（水色の帯の部分）。

下線を引かれた青字の判決例を
クリックすると、別画面で
「D1-Law.com 判例体系」でご
確認いただけます（別途ご契約
が必要です。）
。

表示されている解説が最新内容であることを示しま
す。
表示されている解説が検索条件で指定した年度（右側
に表示された年度）の解説であり、最新内容ではない
ことを示します。

をクリックすると
のメッセージが表示され、閲覧している解説本文を記録ツー
ルに保存します。
メッセージの「記録ツールへ」をクリックすると、記録ツー
ルの「保存した本文」が別画面で開きます（後述 25 頁「Ⅱ
３（３）②あとで読む本文／保存した本文」参照。）。
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（１）法令バルーン
※法令バルーンのご利用には、別途「D1‐Law.com 税務・会計法規」のご契約が必要です。

解説本文中の下線を引かれた青字の根拠法令をクリックすると、法令バルーンで条文
の一部を表示します。

下線を引かれた青
字の根拠法令をク
リックすると、法
令バルーンが出現
し、解説の内容現
在日時点の条文の
一部を表示しま
す。

法令バルーン

１

１

２

３

４

関連解説・Q&A へ
法令バルーンで表示された条文に関連
する解説や Q&A をご覧になりたい場合
は、「関連解説・Q&A へ」をクリックい
ただきますと、右記の関連解説一覧画面
が開きます。
一 覧 の 中 か ら 関 連 す る 「 DHC
Premium」
「Standard」の各解説や Q&A
をご覧いただけます。
※「DHC Premium」
「Standard」の各
商品のご契約が必要です。

２

逐条解説へ
法令バルーンで表示された条文の詳しい解説をご覧になりたい場合は、「逐条解説
へ」をクリックいただきますと、その条文について解説しているコンメンタール商品
の解説画面を表示します。
※「コンメンタール法人税法」／「法人税通達逐条解説」／「コンメンタール×所得税務釈
義 逐条解説編」／「所得税通達逐条解説」／「コンメンタール相続税法」／「相続税
通達逐条解説」／「コンメンタール消費税法」／「消費税通達逐条解説」／「コンメ
ンタール国税通則法」に解説がある場合に表示されます。
※各商品のご契約が必要です。

３

もっと読む（法令・通達）
法令バルーンに表示された条文の全文をご覧になりたい場合は、
「もっと読む」をク
リックいただき、別画面の「D１‐Law.com 税務・会計法規」でご確認いただけます。
その場合、解説の内容現在日時点の条文を表示します。

４

最新条文へ
法令バルーンに表示された条文の最新条文をご覧になりたい場合は、
「最新条文へ」
をクリックいただき、別画面の「D１‐Law.com 税務・会計法規」でご確認いただけま
す。
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（２）関連する他の解説
解説本文下部の
ボタンをクリックすると、閲覧している解説で参照され
ている根拠法令をもとに、
「DHC Premium」内の関連する他の解説を一覧表示します。
書籍タイプや根拠法令ごとに絞込みができ、絞り込み解除ボタンで元に戻ります。

クリックすると下記の一覧を
表示します。

①書籍タイプで絞り込む
②根拠法令で絞り込む

関連する他の解説一覧

① 書籍タイプで絞り込む
最初はすべての関連解説を表示しています。
「書籍タイプで絞り込む」のプルダウン
から書籍タイプ（※）を選択し、関連解説を絞り込むことができます。
※書籍タイプ
解説書：会社税務釈義／コンメンタール×所得税務釈義 事項解説編
事例集：会社税務事例
コンメンタール：コンメンタール 法人税法／法人税通達逐条解説／コンメンター
ル×所得税務釈義 逐条解説編／所得税通達逐条解説／コンメ
ンタール相続税法／相続税通達逐条解説／コンメンタール消費
税法／消費税通達逐条解説／コンメンタール国税通則法
② 根拠法令で絞り込む
表示されている根拠法令をクリックいただくと、その法令のみの関連解説に絞り込
むことができます。

「絞り込み解除」で最初の状態
に戻ります。

【未契約商品の表示】
「関連する他の解説」の一覧では、ご契約いただいている商品のタイトル部分を青字で、
未契約商品のタイトル部分を黒字で表示します。解説を閲覧できるのは、ご契約いただい
ている商品（タイトルが青字）のみとなります（後述 22 頁「Ⅱ２（７）利用設定」も参照
ください。）
。
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（３）ラインマーカー、ふせん等の各種ツール
① ラインマーカー機能
解説本文の任意の箇所に、ラインマーカーを引くことができます。ラインマーカー
は 2 色用意されていますので、用途に応じて使い分けてください。
①‐1 ラインマーカーの引き方

ラインマーカ―

ラインマーカーのアイコンをクリックすると、ア
イコンが ON 状態になり、カーソルの右横にライン
マーカーのマークが表示されます。
アイコンの右の▼印を押してラインマーカーの色
を選ぶことができます。
表示／非
表示切替
ボタン

保存ボタン

ラインマーカーを引きたい箇所にカーソルを当て、範囲をドラッグしてライン
マーカーを引きます。ドラッグ状態を解除したところまでラインマーカーが引か
れます。
ラインマーカーを削除する場合は、マーカーを引いた部分にカーソルを合わせ
たときに先頭に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
①-2 ラインマーカーの保存
ラインマーカーのアイコンの右側にある「保存」ボタンをクリックすると保存
できます。保存した場合、
「記録ツール」の「ラインマーカー」のページにその内
容が保存されます（後述 25 頁「Ⅱ３（３）③ふせん／ラインマーカー」参照。）。
①-3 ラインマーカーの表示／非表示
保存されたラインマーカーは、初期設定ではすべて表示状態となっています。
ラインマーカーを表示しないようにするためには、
「表示/非表示切替ボタン」を
クリックして非表示状態にしてください（ふせん機能と共通）。
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② ふせん機能
解説本文の任意の箇所（段落単位）にふせん（メモ）を貼付することができます。
ふせんは 2 色用意されていますので、用途に応じて使い分けてください。
②-1 ふせんの貼り方

ふせん

「ツール」のふせんのアイコンをクリックする
と、アイコンが ON 状態になり、カーソルの右横に
ふせんのマークが表示されます。
アイコンの右の▼印を押してふせんの色を選ぶ
ことができます。
表示／非表示切替ボタン

ふせんの削除
「OK」をクリッ
クして保存でき
ます。

ふせん右下の角
をドラッグして
大きさを調節で
きます。

貼付したい段落をクリックすると、ふせんが貼付され、文字を入力・編集する
ことができるようになります。
ふせんの大きさを変えたい場合は、ふせん右下の角をドラッグして調節してく
ださい。
ふせんを削除する場合は、右上のごみ箱アイコンをクリックします。
②-2 ふせんの保存
「OK」ボタンを押すと、ふせんは段落冒頭にアイコン表示され、保存されます。
ふせんの内容の確認・編集を行う場合は、アイコンをクリックして表示させます。
②-3 ふせんの表示／非表示
保存されたふせんのアイコンは、初期設定ではすべて表示状態となっています。
ふせんアイコンを表示しないようにするためには、
「表示/非表示切替ボタン」を
押して非表示状態にしてください（ラインマーカー機能と共通）
。
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（４）印刷機能
本文画面に表示されている本文を印刷することができます。

印刷

印刷アイコンをクリックすると「印刷範囲の指定」
画面が表示されます。
チェックの入ってい
る項目が印刷される
範囲です。
初期状態では本文画
面に表示されている
項目のみにチェック
が入っています。

チェックを追加する
と、その部分もいっし
ょに印刷しますので、
より広い範囲を一度
に印刷することがで
きます。

「印刷イメージへ」をクリックすると、印刷イメージ画面が表示されますので、確
認後、右上の印刷ボタンを押して印刷してください。

印刷時の文字の大きさを変更できます。
印刷時のマーカー・ハイライト表示の有無を選択します。
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※印刷時にマーカー・ハイライトを表示させるためには、別途ブラウザでの設定が必要です
（ページ設定や印刷オプション設定等で「背景の色とイメージを印刷」／「背景のグラフ
ィック」／「背景色と背景画像も印刷」等の項目にチェックを入れてください。）。

（５）本文保存機能

をクリックすると、
のメッセー
ジが表示され、閲覧している本文を保存できます。
メッセージの「記録ツールへ」をクリックすると、記録ツールの「保存した本文」が別
画面で開きます（後述 25 頁「Ⅱ３（３）②あとで読む本文／保存した本文」参照。）
。
（６）情報共有機能

をクリックすると下記の情報共有画面を表示します。
画面下に表示されている各サービスのアイコンをクリックすると別画面で
そのサービスが立ち上がり、情報共有したい本文の URL が表示されますので、
情報共有ツールとしてご利用いただけます。
※各サービスのアカウントが必要です。

【メールソフトを立ち上げたときの例】

閲覧している本文画面の URL
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（７）利用設定
本文の文字の大きさ、検索結果一覧の表示件数等を変更することができます。
画面右上の「設定」をクリックすると、画面中央に設定画面が表示されます。

・本文の文字の大きさ
本文の文字の大きさを変えた場合、印刷時の文字の大きさも
この設定に応じた大きさで表示されます（印刷時の文字の大
きさは「印刷イメージ」画面で変更できます。）
。
・本文表示画面の目次表示
本文画面の左側の細目次を表示する／しないを選択できます。
・一覧の表示件数
検索結果一覧画面の表示件数を変更できます。
・未契約商品の検索結果を一覧に
検索結果一覧（10 頁参照）や、関連する他の解説（17 頁参
照）
、関連解説一覧（16 頁参照）
、フリーワード検索時に表示
する候補語（キーワードサジェスト機能）等で、未契約商品
を表示する／しないを選択できます。

【参考】未契約商品
検索結果一覧では、ご契約いただいている商品のタイトル部分は青字で、未契
約商品のタイトル部分は黒字で表示され、初期設定では、「DHC Premium」全商
品の検索結果が表示されます。解説を閲覧できるのは、ご契約いただいている商
品（タイトルが青字）のみとなります。
未契約商品の表示／非表示は、上記「（７）利用設定」で選択できます。
◎検索結果一覧画面
ご契約商品名：黒字

ご契約商品のタイトル：青字

未契約商品のタイトル：黒字

未契約商品名：グレー字

未契約商品には「あとで
読む」ボタンなし

「目次で絞り込む」の商品名は、ご契約商品を黒字、未契約商品をグレー字で表示
しています。未契約商品での目次の絞込みも可能です。
検索結果一覧のタイトル部分は、ご契約商品を青字、未契約商品を黒字で表示し
ています。未契約商品は解説の閲覧はできません。また、
「あとで読む」の表示もあ
りません。
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◎関連する他の解説

ご契約商品のタイトル：青字

未契約商品のタイトル：黒字

関連する他の解説一覧のタイトル部分は、ご契約商品を青字、未契約商品を黒字で
表示しています。未契約商品は解説の閲覧はできません。
◎関連解説一覧
法令バルーンの「関連解説・Q&A へ」をクリックして開く関連解説一覧画面では、
タイトル部分を、ご契約商品は青字、未契約商品は黒字で表示しています。未契約
商品は解説の閲覧はできません（16 頁「Ⅱ２（１）法令バルーン」参照。）
。
◎フリーワード検索時のキーワードサジェスト機能
フリーワード検索時に表示する候補語（キーワードサジェスト機能）の初期設定
では、未契約商品に関する候補語も表示されます（８頁「Ⅱ１（４）②（ⅰ）キー
ワードサジェスト機能」参照。）
。
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３ 本文保存機能
閲覧・検索履歴や、保存したふせん、ラインマーカー、本文、検索条件を管理するペ
ージです。
（１）閲覧履歴
閲覧した本文の履歴を、閲覧日時の新しい順に保存し、表示します。

表示する閲覧履歴を、
すべて／解説書／事例集／コンメンタール
に切り替えられます。

履歴に表示されているタイトル（青字）をク
リックすると、別画面で本文画面が表示され
ます。

（２）検索履歴
目次検索、フリーワード検索等の検索の種類やフリーワード検索のキーワード、絞
込み項目、検索時点での検索結果件数等を保存しています。
検索日時の新しい順に保存し、表示します。
再検索することにより最新の検索結果を一覧表示します。

同じ条件で再検索します。

検索の種類や検索キーワード、絞込み項目を表示します。

（３）記録ツール

検索した時点の検索結果件数

表示する記録ツールを、ここで切り替えられます。

各記録ツール画面の「フォルダ」については、
後述 26 頁「Ⅱ３（３）④フォルダの作成・
整理」を参照してください。
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ご利用マニュアル

① 保存した検索
検索画面で「検索条件を保存」
ボタンで保存した検索条件および検索時点で
の検索結果件数を表示します。検索日時の新しい順に表示しています。
再検索することにより最新の検索結果を一覧表示します。

同じ条件で再検索します。

検索の種類や検索キー
ワード、絞込み項目を
表示します。
検索した時点の検索結果件数

チェックを入れて「削除」ボタン
をクリックすると削除されます。

② あとで読む本文／保存した本文
検索結果一覧画面に表示された検索結果の、
「あとで読む本文」ボタン
クリックして保存される本文および本文画面で「本文を保存する」ボタン
クリックして保存される本文を、保存日時の新しい順に表示します。

を
を

保存され た本文の タイ
トル（青字）をクリック
すると、別画面で本文画
面が表示されます。
チェックを入れて「削除」ボタンをクリックすると削除されます。

③ ふせん／ラインマーカー
保存したふせん、ラインマーカーを、保存日時の新しい順に表示します。
ふせんにメモされた内容の一部を表示します。

保存され た本文の タイ
トル（青字）をクリック
すると、別画面で本文画
面が表示されます。
「編集」のふせんアイコンをクリックすると、画面中央付近にメモ内
容の編集画面が表示され、編集・保存することができます（ラインマ
ーカーにはこの機能はありません。
）。
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④ フォルダの作成・整理
④-1 フォルダの作成方法
画面左側のフォルダ欄にある「＋追加」ボタンをクリックすると、画面中央付
近にフォルダ追加画面が表示されます。
フォルダ名を入力し「＋追加」ボタンをクリックして新しいフォルダを作成で
きます。

【フォルダ追加画面】

「＋追加」ボタンをクリックして新しいフォルダを作成できます。
フォルダは 10 個まで作成できます。

④-2 フォルダの整理方法
画面右側の「フォルダ」のプルダウンから分類したいフォルダを選択し、
「更新」
ボタンをクリックすると、選択したフォルダに移動します。
いったん分類したフォルダを変更する場合も同様です。

プルダウンから分類したいフォルダを選択し、「更新」ボタンを
クリックすると、選択したフォルダに分類できます。

各フォルダにはそれぞれ 200 件ずつ保存できます。
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