
法人番号ソリューション

CNValu
Corporate Number Valu

法人番号一括付加サービス



法人番号とは

■法人番号で可能になること

■法人・団体の識別番号として指定される13桁のコードです

法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる

法人番号を軸に企業等法人がつながる

法人番号を活用した新たなサービスがひろがる

■法人番号の構成

法人番号制度で公開される基本3情報

検査用数字（チェックデジット）

1～9の
検査用数字

法人番号 商号

日本ソフト販売株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16番8号

住所（ 本店所在地 ）

国の機関（ x=1：立法機関、 x=2：行政機関、 x=3：司法機関 ）

地方公共団体（ 団体コードあり ）

地方公共団体（ 団体コードなし ）

6で始まる12桁

7で始まる12桁

8で始まる12桁

9で始まる12桁

01～5で始まる会社法人等番号（ 設立登記法人 ）　　登記所コード（ 4桁 ） ＋ 組織区分（ 2桁 ） ＋ 一連番号（ 6桁 ）

予備

設立登記のない法人・人格のない社団等

予備

予備

0 0 0 0 1 x

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 3 0

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

基礎番号

法人には、１法人１つの法人番号（13桁）が国税庁より指定され、登記上の所在地に通知されます（法人の支店・
事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません）。
マイナンバー（個人番号）とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。

法人番号は、12桁の「基礎番号」と、その前に付加された1桁の「検査用数字（チェックデジット）」により構成され
ています。

法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業が効率化

複数部署またはグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加する
ことにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化

企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、さまざまな企業情報との紐付け
が可能

7 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 2
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法人番号の収集方法

自社で収集する場合

正確・速い

非効率

外部委託の場合

自社で法人番号を収集する方法として、手紙やメー
ル、電話による聞き取り、ホームページの調査などがあ
りますが、どれも時間と手間がかかり効率的ではあり
ません。
また、国税庁の法人番号公表サイトからでも調査は可
能ですが、登記上の企業名や住所を入力しなければ、
検索にヒットさせることが難しいなど、効率的に法人
番号を収集することは容易ではありません。

当社の法人番号付加サービス「CNValu」を利用する
ことで、煩雑な手間をすべてカットし、貴社本来の業務
である、顧客管理やマーケティングにリソースを集中
できます。
企業名や住所の表記のゆれを柔軟に吸収し、取引先
データへ法人番号を一括で付加する照合用データ
「法人番号ナビデータ」を利用し、大量のデータでも正
確に速く、法人番号を付加します。

通知（手紙、メール）

電話による聞き取り

ホームページ調査

国税庁 - 法人番号公表サイト

経産省 - 法人番号付与ツール

アウトソーシング



キリンビール株式会社

NEC

JAL

麒麟麦酒株式会社

日本電気株式会社

日本航空株式会社

取引先データの法人名 登記上の法人名（商号）

〒969-1107 福島県本宮市青田愛宕1xx1

（株）シーシーイー　静岡県浜松…　TEL.053-455-1255

ソフトバンク株式会社

03-3668-8781　無効 （電話番号が現在欠番である）

（株）シーシーイー 東京都中央区…TEL.03-3668-5911

「CNValu（シーエヌ・バリュー）」は、取引先データのクレンジング・名寄せをおこない、
法人番号を一括で付加する"総合顧客整備ソリューション "です。

国税庁の法人番号公表サイトでは、全国の登記された法人約 440万件の法人番号を検索できますが、
目的の情報をピンポイントで検索するためには登記上の法人名や住所を正確に入力しなければなりません。

整備されていない不完全な取引先データのまま法人番号の付加を
おこなうと、取引先データと法人番号のマッチング精度が悪くなり非効率です。そこで当社では取引先データの整備
と法人番号の付加をワンパッケージで提供し、まずは貴社保有データの鮮度と精度を高めることから始めます。

最新化・名寄せをします

法人番号を付加します

属性情報を付加します

1

1

取引先データの最新化、不足情報の補完、
入力間違いの訂正、同一顧客の名寄せをします。

国税庁が公表する法人番号を取引先データへ付加します。

取引先データへ電話番号使用状況、業種、企業規模などの
情報を付加し、データの価値を高めます。

■法人番号を探すことは難しい

～ 法人番号の付加率を上げるために取引先データを整備 ～

■特長

現在の顧客データ クリーニング・最新化後 （ 処理の一例 ）

住所が古い

電話番号が無い

古い法人名のまま

電話番号の有効チェック

重複登録

〒969-1107 福島県安達郡本宮町青田愛宕1xx1

（株）シーシーイー 静岡県浜松… TEL.

ソフトバンクモバイル株式会社

03-3668-8781

（株）シーシーイー 東京都中央区…TEL.
（株）CCE          東京都中央区…FAX.03-3668-5914
ｶ）ｼｰｼｰｲｰ          東京都中央区…TEL.03-3668-5911

2

3 （オプション）

LINEUP CNValu

法人番号付加サービス「CNValu」1.

電話帳の掲載情報から
補完&変換Point!

最新化・名寄せ



～ 正確な法人番号の付加を実現する「法人番号ナビデータ」 ～

◎法人番号ナビデータの構築

マッチング精度の要となる照合用データベース『法人番号ナビデータ』は、国税庁が公表する法人情報約 440
万件の住所をクレンジングし、当社が保有する全国電話帳データや名称読替辞書、事業所マスタ等の情報を統合
し構築しています。

◎取引先データへ法人番号や企業属性情報を付加

　　　　企業名

日本ソフト販売株式会社

株式会社シーシーイー

ABC物産株式会社

電話番号

03-3668-8781

053-455-1255

053-452-0743

企業の存在確認

国内所在地の変更

吸収合併

登記記録の閉鎖

法人番号

4010001062274

3010001046633

1234567890123

　　　　　　　　住所

東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目１６-８

静岡県浜松市中区伝馬町３１２-３２

静岡県浜松市中区板屋町１１１-３

電話帳の掲載 電話番号の使用状況 業種 売上高レンジ資本金レンジ 従業員数レンジ

法人番号ナビデータ法人番号ナビデータ

名称読替辞書名称読替辞書

法人電話帳データ法人電話帳データ
事業所マスタ事業所マスタ

電話番号を付加
名称の

読替情報を付加

事業所情報を付加

住所クレンジング

膨大な情報を統合した『法人番号ナビデータ』で多角的
なマッチングをおこない、正確に法人番号を付加します。

市町村統廃合、合併、編入や、会社移転
などにともなう住所変更を最新の情報
に整備します。

国税庁が公表する法人情報
（法人番号・名称・所在地）国税庁のオリジナル情報である

法人区分（新規、登記記録の閉鎖、
国内所在地の変更など）を付加。
企業の存在確認ができます。

Point!

さらに属性情報から企業の状態が詳しくわかります

法人番号から企業の
存在確認ができます

法人番号が付加できない場合でも、電話帳の掲載状況や
電話番号の使用状況から企業の存在確認ができます

【属性情報データベースについて】 一部のオプション情報付加サービスは、パートナー企業様の情報よりご提供させていただきます。　上の例は付加イメージです。実際の提供情報と異なる場合があります。

業種や企業規模の把握、
営業先の選定に活用できますPoint! Point!

（大分類）その他サービス
（中分類）情報サービス
（ジャンル）ソフトウェア

法人番号を付加

2 法人番号を付加

～ 企業の状態を詳細に把握するためのオプション情報 ～3 属性情報を付加

掲載あり 有効 5億以上
10億未満

5千万以上
7千万未満

100人以上
200人未満

有料オプション



法人登記データ440万件法人電話帳データ500万件
国税庁が公表する法人登記データを当社が独自
に整備した企業情報です。

全国の電話帳を約 1,000 種類の業種に分類した
企業情報です。

既存顧客

未開拓企業

法人電話帳データ
（未開拓企業のデータ）

ご希望の条件で提供します
・地域抽出
・電話種別抽出
・建物種別抽出
・業種名抽出
・特別ランダム抽出 …etc

法人番号ナビデータ
（未開拓企業のデータ）

法人番号なし
電話帳掲載 あり

法人番号 あり
電話帳掲載 あり

法人番号 あり
電話帳掲載 あり

法人番号 あり
電話帳掲載 なし

法人番号 あり
電話帳掲載 なし

《 未開拓企業データの提供 》

法人情報をテキストデータで提供するサービスもございます。既存顧客を除外した未開拓リス
トの提供や、ダイレクトメールを発送する際のターゲットリストの提供など、さまざまな用途
でご利用いただけます。

法人番号 なし
電話帳掲載 あり

新規開拓「法人番号ナビデータ」2.



法人番号ナビデータとの照合の結果、法人番号を自動付加ができなかったデータについては
ご希望によりWebや電話による個別調査もおこなっています。お気軽にご相談ください。

Web調査

当社の Web 調査チームにて、スピー
ディーかつ正確な調査をおこない、貴
社の取引先データへの法人番号の付加
をサポートします。

テレマ調査

取引先のホームページで法人番号が確
認できない場合は、直接電話で調査を
します。

取引先データへ属性情報を付加します。

《 法人番号の個別調査 》

《 属性情報の付加 （オプション） 》

【属性情報】
業種/資本金レンジ/従業員数レンジ/
売上高レンジ etc.

Web調査・テレマ調査3.



《提供元》

《開発元》

日本ソフト販売株式会社
本社／〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階
TEL.03-3668-8781（代）  FAX.03-3668-5914
浜松センター/〒430-0935  静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル4階
TEL.053-452-0743（代）  FAX.053-452-1701
https://www.nipponsoft.co.jp/
info@nipponsoft.co.jp

株式会社シーシーイー
本社／〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階
TEL.03-3668-5911（代）  FAX.03-3668-5914
浜松センター/〒430-0935  静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル4階
TEL.053-455-1255（代）  FAX.053-455-3122
https://www.cce.co.jp/
info@cce.co.jp

本カタログに記載の内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
1件1件の個別データについての確認作業は行っていません。本来の（正しい、実際の）情報と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

改版　2023年 1月 1日
無断転写禁止
S80149-08

個人のプライバシー保護について

■お問い合わせ・お申し込みは

本製品では電話帳検索機能を実現する目的で、公開された電話帳情報を使用しております。弊社は、本製品において当該電話帳情報を上記機能の実現以外には使用しておりません。掲載電話帳情報の開示・訂正・削除・利用または第三者への提供の拒
否を希望される場合は、下記窓口までご連絡ください。ご連絡がご本人またはご本人の代理人と確認できた後に、次期製品より対応させていただきます。また、当社は個人情報保護にあたりJISQ15001に準拠し個人情報保護マネジメントシステムの継続的
改善に努めております。お客様も本製品を利用して個人情報を使用する場合には、「個人情報保護に関する法律」を遵守の上ご使用ください。電話帳データは暗号化で保護され提供されています。
日本ソフト販売株式会社 情報セキュリティ委員会　TEL:053-452-0609

日本ソフト販売株式会社は2007年1月、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
より、「プライバシーマーク」を取得しております。

株式会社シーシーイーは2007年1月、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
より、「プライバシーマーク」を取得しております。




