
ゲッティイメージズ | iStockタックスインタビューに関する
よくあるご質問（FAQ）

Contributor Services

ここで提供する情報は、税金についてアドバイスすることを意図したものではありません。税務アドバイスとして利用するこ

とは避けてください。ご自分の税務状況について質問や懸念がある場合は、ご自分の税務アドバイザーまたはアメリカ合衆

国内国歳入庁（IRS）にお問い合わせください。IRSは、使用するフォームや要件を適宜更新することがありますので、ご留意

ください。弊社では、本サイトに最新の情報を掲載するよう最善を尽くしていますが、IRSにより変更されている場合もあり

ます。IRSの最新のフォーム、情報、手順説明は、このガイドで提供されているあらゆる情報よりも優先されます。IRSのす

べてのフォームおよび手順説明は、オンラインでwww.IRS.govより入手できます。

Q： なぜ私は、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームを記入するように要請されるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、米国税法規の対象となります。ロイ
ヤリティのお支払いに対する米国の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォームに
記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を追って記入するのに役立ちます。

Q： 私は米国市民または米国居住者ではありません。
 なぜ、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームに記入する必要があるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、
米国税法規の対象となります。米国税法規は、お支払い受領者が米国市民・居住
者であるかどうかに関わらず、適用されます。ロイヤリティのお支払いに対する米国
の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォーム
に記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を
追って記入するのに役立ちます。

Q： もしも私が米国納税フォームを提出しない場合は、どうなりますか？

A：ゲッティイメージズは、コントリビューターの方々へのお支払い金額に、最大限の
課税率を適用して税金を徴収することが求められています。これは、米国のコント
リビューターの方々の場合は、28パーセントになります。米国外のコントリビュー
ターの方々については、米国向け販売の場合が30パーセント、米国以外に向けた
販売の場合が28パーセントになります。

Q： タックスインタビューは、どこで実施できますか？

A：http://www.istockphoto.com/で iStockにサインインし、タックスインタビュー
（Tax Interview）のリンクから、インタビューにアクセスしてください。
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米国税法規の対象となります。米国税法規は、お支払い受領者が米国市民・居住
者であるかどうかに関わらず、適用されます。ロイヤリティのお支払いに対する米国
の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォーム
に記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を
追って記入するのに役立ちます。

Q： もしも私が米国納税フォームを提出しない場合は、どうなりますか？
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Q： 私は、iStockでの販売実績がほとんどありません。
 この場合でも、オンラインでのタックスインタビューは適用されますか？

A：はい。これまでどれだけ販売したかにかかわらず、タックスインタビューを行うことが大切です。今後のお支払いに対
する不要な税金徴収を回避することができます。

Q： タックスインタビューを完了すれば、
 支払い額から米国への納税額が差し引かれることはなくなるのですか？

A：そうとは限りません。米国の税金徴収額は、人それぞれの状況によって異なります。納税義務を有する国の規則や、
インタビューで提供された情報（例えば、米国納税者番号または外国の納税者番号など）に加え、当該国と米国との間に
源泉所得税の減額を定めた租税条約があるかどうかによっても異なります。タックスインタビューを完了し、米国の納税
者番号（TIN）を提供された米国のコントリビューターの方々は通常、米国のあらゆる課税控除が適用されます。タックス
インタビューを完了した米国以外のコントリビューターの方々は、米国外の顧客向けライセンスに対するロイヤリティにつ
いては、米国の課税控除が適用されません。米国内の顧客向けライセンスに対するロイヤリティに課される税率は、状況
に応じて0パーセントから最大30パーセントとなっています。

Q： 租税条約とは何ですか？ また具体的な便益はどのようなものですか？

A：米国は、相手国の住民が、米国内の顧客向け販売に支払われたロイヤリティに対する米国の課税額を減額または削
除できるように、さまざまな国と条約を結んでいます。米国とあなたとの国の間に源泉所得税の減額を定めた租税条約
が結ばれており、タックスインタビューで租税条約の便益の適用に必要となる情報を提供された場合は、米国での販売
に対するお支払いに課税される米国の徴税額を低減、または場合によっては削除することができます。

Q： 私の国が米国と租税条約を締結しているかどうかは、どうしたら分かりますか？

A：アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）が発行しているIRSパブリケーション901の表1が役立ちます。映画およびテレ
ビ、ならびに著作権に関するロイヤリティのカテゴリーごとに、税率が特定されていますのでご参照ください。この表に
は、国別の源泉徴収税率が記されています。このパブリケーションは、こちらのIRSウェブサイトでご覧になれます。

Q： 私の国は米国と租税条約を締結していません。
 それでも、タックスインタビューを完了する必要はありますか？

A：もちろんです。タックスインタビューを完了していない場合、ゲッティイメージズは、お支払い金額に、最大限の課税
率を適用して税金を徴収することが必要となります。課税率は、米国外のコントリビューターについては、米国向け販売
の場合が30パーセント、米国以外に向けた販売の場合が28パーセントとなります。あなたの国が米国と租税条約を締
結しておらず、タックスインタビューを完了された場合は、米国外向け販売に対する28パーセントの課税率による徴税は
適用されません。

Q：タックスインタビューを開始する前に、何かしておくべきことはありますか？

A：ご自身のiStockアカウントの連絡先に関する詳細をご覧になり、Eメールアドレスが最新のものになっているか、確認
されることをお勧めします。納税フォームの署名を電子的に行うことに同意される場合は、電子フォームの署名時に、身
元を確認するためEメールアドレスを提供しなければならず、そのアドレスがアカウントのEメールアドレスと正確に一致
している必要があります。また、米国または外国の納税者番号（TIN）を用意する必要があります。米国外のパートナー
であるか、または納税者番号（TIN）を発行していない国の居住者である場合は、租税条約によって定められた米国の課
税控除を受けるため、米国の納税者番号（TIN）の取得が必要になることがあります。

Q： タックスインタビューでは、どのような種類の情報について質問されますか？

A：個人、個人事業主としての事業者、その他の種類の事業者のいずれかであるかが質問されます。また、氏名、生年
月日および /または事業者名、居住地の住所と郵送先住所、米国または外国の納税者番号（TIN）、納税義務を有する国
についても尋ねられます。回答の内容によっては、「はい」または「いいえ」で答えるいくつかの質問が付け加えられること
もあります。タックスインタビューは、状況に応じて内容が変わります。インタビューの経路や質問内容は、他の質問への
回答次第で異なってきます。

Q： TINとは何ですか？

A：TINとは、Taxpayer Identification Numberの略で、納税者番号のことを指します。TINは、米国の納税者番号を
指す場合は、社会保障番号（SSN）、雇用主番号（EIN）、個人納税者識別番号（ITIN）などがそれに該当します。また
TINは、外国の納税者番号を指す場合もあります。外国の納税者番号は、あなたの国の政府が発行した納税者番号と
なります。VAT番号は、TINではありません。

Q： 納税者番号（TIN）の提供は必須ですか？

A：あなたが米国の支払い受領者である場合は、米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりません。米国外の支払
い受領者である場合は、租税条約によって定められた米国の課税控除を受けるため、納税者番号（TIN）を提供しなけれ
ばなりません。このようなケースでは、外国の納税者番号を提供することがほとんどです。あなたの居住国が、米国と
租税条約を締結していない場合は、納税者番号（TIN）を提供する必要はありません。

Q： 私は、米国外の支払い受領者です。米国での販売に対する課税額を減額させるには、
 米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりませんか？

A：おそらく提出する必要があるでしょう。あなたの国と米国との間に、米国の源泉所得税の減額を定めた租税条約が結
ばれている場合は、ほとんどのケースにおいて、外国の納税者番号（TIN）を提供することにより、租税条約の便益が適
用されます。この納税者番号（TIN）は、あなたの国の政府が発行したものである場合がほとんどです。しかしあなたの
国が、米国と租税条約を締結していながら国の居住者に納税者番号（TIN）を発行していない場合（例えば、フランス、日
本、ルクセンブルク、スロバキアなど）は、課税控除を受けるために米国の納税者番号（TIN）が必要になります。米国外
のパートナーとしての事業者である場合は、タックスインタビューを完了するために、および /または租税条約の便益を受
けるために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要があります。

Q： 米国と私の国は、租税条約を締結していません。
 タックスインタビューを完了するために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？

A：いいえ、その必要はありません。

Q： 私は米国外のパートナーです。
 タックスインタビューを完了して、米国での販売に対する課税額を減額させるためには、
 米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？
A：はい。米国外のパートナーであり、居住国が米国と租税条約を締結している国である場合は、オンラインのタックス
インタビューを完了して、租税条約に定められた米国の納税上の便益を受けるため、米国の納税者番号（TIN）が必要に
なります。

Q： 米国の納税者番号（TIN）を取得する方法を教えてください。

A：フォームSS-4を使用して、米国の雇用主番号（EIN）を申請するのが、最も速くて簡単な方法です。このフォームは、
こちらのアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）ウェブサイトから入手できます。フォームSS-4の記入方法は、こちらをご覧く
ださい。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： フォームSS-4の記入を、ゲッティイメージズまたはiStockに手伝ってもらうことはできますか？

A：私たちは税務の専門家ではないため、税務アドバイスを提供することは認められていません。残念ながら、個人の納
税フォームの作成をお手伝いすることはできません。タックスインタビューのヘルプセクションには、フォームSS-4の記
入に役立つ情報が掲載されています。フォームSS-4の記入見本もありますのでご参照ください。追加のサポートが必
要な場合は、税務専門家またはアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）にお問い合わせいただくことをお勧めします。IRSの
ウェブサイトは、www.irs.govです。

Q： フォームSS-4は、ゲッティイメージズに送付するのですか？
A：いいえ。フォームSS-4の説明によれば、SS-4は、電話、ファックス、または郵送で申請することになっています。連
絡先の詳細については、説明をご参照ください。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： 私は米国の有限責任会社（LLC）です。したがって、所有者と一体不可分として取り扱われる
 事業体（Disregarded Entity）として分類されるはずです。
 しかしタックスインタビューでは、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）の
 オプションが選べず、C Corporation、S Corporation、またはPartnershipの選択肢しかありません。

A：フォームW9の説明（2013年8月改訂）によると、事業主と別物の企業体として扱われるLLCは、LLCの事業主本人
が同時にLLC企業体でない限り、LLCのチェックボックスにマークを付けてはならないとされています。この場合は、
「名前･名称」の行で特定されている事業主に対して適用される納税区分を入力する必要があります。フォームW9で
は、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）で個人が所有するものに対しては、正しい
納税区分は、個人 /個人事業主（Individual/Sole Proprietor）となります。
タックスインタビューにおいては、支払い受領者が、個人所有の有限責任会社（LLC）である場合は、タックスインタ
ビューの開始時に個人時業主（Sole Proprietor）を選択してください。これにより、所有者の個人名とLLCの事業名の
両方が入力できるようになります。
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Q： 私が米国外の支払い受領者の場合、
 米国での販売に対する税金の課税率を知るにはどうしたらいいですか？

A：タックスインタビューの途中で、フォームへの記入を完了する前に、課税率の情報が提供されます。米国と租税条約
を締結している国に居住されている場合は、所得分類の情報が条約履行目的で提供されるほか、それぞれの分類に対す
る源泉所得税率が提供されます。米国と租税条約を締結していない国に居住されている場合は、例えば、次のように情
報が表示されます。

Q： 「資格（Capacity in which acting）」とは、どういう意味ですか？

A：さまざまな資格の例には、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、個人、事業主、パートナーなどがあり
ますが、これらに限定されません。ご自身に最もあてはまる資格を入力してください。ご自分の資格が不確かな場合は、
税務専門家にお問い合わせください。

Q： タックスインタビューが終わったのですが、送信ボタンが使用できないか、または見当たりません。

A：フォームの送信が行えないのは、以下のようないくつかの一般的な理由が考えられます。   1. タックスインタビューの
最終ページには、いくつかのボックスがあります。インタビューの終了時には、それらの各ボックスをすべて選択する必要
があります。何を尋ねられているのか確信が持てないものがある場合は、税務専門家に問い合わせ、確認を提供する前
に必要なアドバイスを受けてください。   2. Eメールアドレスは、アカウントに記録されているものを正確に入力しなけれ
ばなりません。Eメールアドレスの情報は、納税の詳細を正しい対象者から取得していることを検証するプロセスの一部
に使用されます。入力するEメールアドレスは完全に一致していなければならず、大文字と小文字を区別する必要があり
ます。   3. すべての必須入力項目を完了していない可能性があります。   4. 画面を、送信ボタンが配置されている一番
下までスクロールしていない可能性があります。

Q： 納税者番号（TIN）を入力したのですが、
 タックスインタビューで有効なTINが入力されていないというメッセージが表示されます。

A：このメッセージが発せられるのは、以下のようないくつかの理由が考えられます。   1. 外国の納税者番号（TIN）を入
力するフィールドに、米国の納税者番号（TIN）が入力されている。   2. その氏名や名称のもとでは、アメリカ合衆国内国
歳入庁（IRS）のデータベースに登録されていない米国の納税者番号（TIN）を入力したため、名前とTINの不一致が生
じている。   3. 米国の納税者番号（TIN）を、ハイフンを含めて入力している。米国の納税者番号（TIN）を入力する際
は、ハイフンを含めないでください。   4. 無効な米国の納税者番号（TIN）を入力している。   5. 過去30日以内に受領し
た米国の納税者番号（TIN）を入力したが、そのTINはまだアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）のデータベースで有効に
なっていない。この場合は、「過去30日以内に米国の納税者番号（TIN）を受領しました」というテキストの横にあるチェッ
クボックスにマークを付けてください。後日検証を行い、インタビューが完了できるようになります。   6. 無効な形式の外
国納税者番号（TIN）を入力している。例えば、納税者番号（TIN）ではなく、VAT番号を入力している場合など。

Q： ゲッティイメージズのオンラインタックスインタビューを完了し、フォームを印刷しました。
 フォームを、ゲッティイメージズに送付する必要はありますか？

A：インタビューの作業時に、電子署名を行うことに同意した場合は、フォームを送付する必要はありません。インタ
ビューの作業時に、電子署名を行うことに同意しなかった場合は、フォームを送付する必要があります。フォームの送付
については、Eメールでお知らせします。このお知らせのEメールに返信する形で、署名したフォームをスキャンしたコ
ピーを送信するか、または郵送で次の宛先にお送りください。

ゲッティイメージズ
宛先：コントリビューターサービス
605 5th Avenue South Suite 400
Seattle WA 98105

Q： ゲッティイメージズ ｜ iStockのオンラインタックスインタビューを完了しましたが、
 インタビューに関する通知が繰り返し送信されてきます。

A：ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントをお持ちではありませんか？ 1つのアカウントの
インタビューを完了したものの、別のアカウントのものが未完了になっている可能性があります。その場合は、それぞれ
のアカウントにサインインして、タックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： 私は、ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントを持っています。
 １つのタックスインタビューを行えば、すべてのアカウントのインタビューが完了したことになりますか？

A：いいえ。すべてのアカウントのお支払いに対して、米国の税金徴収を低減したい場合は、お手数ですがそれぞれのア
カウントにサインインして、個別にタックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： タックスインタビューを完了したのですが、受領を確認するお知らせのEメールが届いていません。

A：インタビューの完了に関しては、改めてEメールでお知らせを送信することはありません。インタビューの最終画面
で、「タックスインタビューが完了しました。あなたが入力したデータは受領されました。さらなる検証が必要になる場合
がありますのでご了承ください。」というメッセージが表示されます。検証によって、さらなる確認が必要になった場合は、
お知らせが送信されます。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、さらなる情報を提出するように通知されました。なぜですか？

A：状況によって、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）から、追加情報または文書を入手するよう要請されることがありま
す。例えば、米国市民・居住者ではないと入力したにもかかわらず、米国内の住所を記入しているような場合は、さらな
る詳細情報を確認する必要が生じることがあります。

Q： タックスインタビューの作業に問題が生じた場合は、どこに問い合わせたらいいですか？

A：タックスインタビューの実施に関する通知、あるいはタックスインタビューへの追加情報の提供に関する通知をEメー
ルで受信された場合は、そのEメールに返信する形であらゆる質問を送付するのが最良の方法です。これにより、コント
リビューターサービスは、その質問が税務関連であることを識別できます。
タックスインタビューの通知をEメールで受信せず、タックスインタビューを始めて行う場合、あるいは税務情報を更新す
る場合は、EメールでContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。件名欄に「タックスインタ
ビュー」であることを明記してください。ご質問に優先的に対応いたします。技術的な問題が生じた場合は、その状況を
示すスクリーンショットと問題の具体的な内容をご提供ください。これにより、常により良い解決が可能になります。

Q： 私は米国と租税条約を締結している国に居住しており、タックスインタビューを完了しました。
 しかし、支払いに対して、想定していた額よりも大きな額が課税されています。なぜですか？

A：これには、以下のような理由が考えられます。   1. 納税者番号（TIN）を提供せずにタックスインタビューを完了した場
合、租税条約による課税控除の便益を受ける資格が生じないことがあります。この場合は、タックスインタビューをもう一
度行い、TINを提供する必要があります。   2. すべての租税条約が米国での課税を免除するわけではなく、条約によっ
ては、徴収税率の低減にとどまるものもあります。
税額控除額が正しくないと思われる場合は、ContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。

Q： タックスインタビューを完了していないにもかかわらず、私への支払い額から納税額が差し引かれています。
 今からタックスインタビューを完了すれば、ゲッティイメージズは税金を還付できますか？

A：いいえ、残念ながらできません。ゲッティイメージズは、お支払い時にファイルに記載されている情報に基づいて、税
金分を差し引くように求められており、合法的に差し引いた税金を払い戻すことはできません。徴収された税金の還付を
求める場合は、税務専門家を交えてアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）とやり取りを行う必要があります。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、
 外国の納税者番号（TIN）または米国の納税者番号（TIN）を入力しませんでした。
 もう一度やり直すことはできますか？

A：はい。タックスインタビューのリンクは、いつでも利用できます。ご自分の税務情報を更新する必要があるときは、こ
のリンクを使用して、新たな情報に基づいてタックスインタビューを完了してください。



Q： なぜ私は、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームを記入するように要請されるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、米国税法規の対象となります。ロイ
ヤリティのお支払いに対する米国の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォームに
記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を追って記入するのに役立ちます。

Q： 私は米国市民または米国居住者ではありません。
 なぜ、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームに記入する必要があるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、
米国税法規の対象となります。米国税法規は、お支払い受領者が米国市民・居住
者であるかどうかに関わらず、適用されます。ロイヤリティのお支払いに対する米国
の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォーム
に記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を
追って記入するのに役立ちます。

Q： もしも私が米国納税フォームを提出しない場合は、どうなりますか？

A：ゲッティイメージズは、コントリビューターの方々へのお支払い金額に、最大限の
課税率を適用して税金を徴収することが求められています。これは、米国のコント
リビューターの方々の場合は、28パーセントになります。米国外のコントリビュー
ターの方々については、米国向け販売の場合が30パーセント、米国以外に向けた
販売の場合が28パーセントになります。

Q： タックスインタビューは、どこで実施できますか？

A：http://www.istockphoto.com/で iStockにサインインし、タックスインタビュー
（Tax Interview）のリンクから、インタビューにアクセスしてください。

Q： 私は、iStockでの販売実績がほとんどありません。
 この場合でも、オンラインでのタックスインタビューは適用されますか？

A：はい。これまでどれだけ販売したかにかかわらず、タックスインタビューを行うことが大切です。今後のお支払いに対
する不要な税金徴収を回避することができます。

Q： タックスインタビューを完了すれば、
 支払い額から米国への納税額が差し引かれることはなくなるのですか？

A：そうとは限りません。米国の税金徴収額は、人それぞれの状況によって異なります。納税義務を有する国の規則や、
インタビューで提供された情報（例えば、米国納税者番号または外国の納税者番号など）に加え、当該国と米国との間に
源泉所得税の減額を定めた租税条約があるかどうかによっても異なります。タックスインタビューを完了し、米国の納税
者番号（TIN）を提供された米国のコントリビューターの方々は通常、米国のあらゆる課税控除が適用されます。タックス
インタビューを完了した米国以外のコントリビューターの方々は、米国外の顧客向けライセンスに対するロイヤリティにつ
いては、米国の課税控除が適用されません。米国内の顧客向けライセンスに対するロイヤリティに課される税率は、状況
に応じて0パーセントから最大30パーセントとなっています。

Q： 租税条約とは何ですか？ また具体的な便益はどのようなものですか？

A：米国は、相手国の住民が、米国内の顧客向け販売に支払われたロイヤリティに対する米国の課税額を減額または削
除できるように、さまざまな国と条約を結んでいます。米国とあなたとの国の間に源泉所得税の減額を定めた租税条約
が結ばれており、タックスインタビューで租税条約の便益の適用に必要となる情報を提供された場合は、米国での販売
に対するお支払いに課税される米国の徴税額を低減、または場合によっては削除することができます。

Q： 私の国が米国と租税条約を締結しているかどうかは、どうしたら分かりますか？

A：アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）が発行しているIRSパブリケーション901の表1が役立ちます。映画およびテレ
ビ、ならびに著作権に関するロイヤリティのカテゴリーごとに、税率が特定されていますのでご参照ください。この表に
は、国別の源泉徴収税率が記されています。このパブリケーションは、こちらのIRSウェブサイトでご覧になれます。

Q： 私の国は米国と租税条約を締結していません。
 それでも、タックスインタビューを完了する必要はありますか？

A：もちろんです。タックスインタビューを完了していない場合、ゲッティイメージズは、お支払い金額に、最大限の課税
率を適用して税金を徴収することが必要となります。課税率は、米国外のコントリビューターについては、米国向け販売
の場合が30パーセント、米国以外に向けた販売の場合が28パーセントとなります。あなたの国が米国と租税条約を締
結しておらず、タックスインタビューを完了された場合は、米国外向け販売に対する28パーセントの課税率による徴税は
適用されません。

Q：タックスインタビューを開始する前に、何かしておくべきことはありますか？

A：ご自身のiStockアカウントの連絡先に関する詳細をご覧になり、Eメールアドレスが最新のものになっているか、確認
されることをお勧めします。納税フォームの署名を電子的に行うことに同意される場合は、電子フォームの署名時に、身
元を確認するためEメールアドレスを提供しなければならず、そのアドレスがアカウントのEメールアドレスと正確に一致
している必要があります。また、米国または外国の納税者番号（TIN）を用意する必要があります。米国外のパートナー
であるか、または納税者番号（TIN）を発行していない国の居住者である場合は、租税条約によって定められた米国の課
税控除を受けるため、米国の納税者番号（TIN）の取得が必要になることがあります。

Q： タックスインタビューでは、どのような種類の情報について質問されますか？

A：個人、個人事業主としての事業者、その他の種類の事業者のいずれかであるかが質問されます。また、氏名、生年
月日および /または事業者名、居住地の住所と郵送先住所、米国または外国の納税者番号（TIN）、納税義務を有する国
についても尋ねられます。回答の内容によっては、「はい」または「いいえ」で答えるいくつかの質問が付け加えられること
もあります。タックスインタビューは、状況に応じて内容が変わります。インタビューの経路や質問内容は、他の質問への
回答次第で異なってきます。

Q： TINとは何ですか？

A：TINとは、Taxpayer Identification Numberの略で、納税者番号のことを指します。TINは、米国の納税者番号を
指す場合は、社会保障番号（SSN）、雇用主番号（EIN）、個人納税者識別番号（ITIN）などがそれに該当します。また
TINは、外国の納税者番号を指す場合もあります。外国の納税者番号は、あなたの国の政府が発行した納税者番号と
なります。VAT番号は、TINではありません。

Q： 納税者番号（TIN）の提供は必須ですか？

A：あなたが米国の支払い受領者である場合は、米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりません。米国外の支払
い受領者である場合は、租税条約によって定められた米国の課税控除を受けるため、納税者番号（TIN）を提供しなけれ
ばなりません。このようなケースでは、外国の納税者番号を提供することがほとんどです。あなたの居住国が、米国と
租税条約を締結していない場合は、納税者番号（TIN）を提供する必要はありません。

Q： 私は、米国外の支払い受領者です。米国での販売に対する課税額を減額させるには、
 米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりませんか？

A：おそらく提出する必要があるでしょう。あなたの国と米国との間に、米国の源泉所得税の減額を定めた租税条約が結
ばれている場合は、ほとんどのケースにおいて、外国の納税者番号（TIN）を提供することにより、租税条約の便益が適
用されます。この納税者番号（TIN）は、あなたの国の政府が発行したものである場合がほとんどです。しかしあなたの
国が、米国と租税条約を締結していながら国の居住者に納税者番号（TIN）を発行していない場合（例えば、フランス、日
本、ルクセンブルク、スロバキアなど）は、課税控除を受けるために米国の納税者番号（TIN）が必要になります。米国外
のパートナーとしての事業者である場合は、タックスインタビューを完了するために、および /または租税条約の便益を受
けるために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要があります。

Q： 米国と私の国は、租税条約を締結していません。
 タックスインタビューを完了するために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？

A：いいえ、その必要はありません。

Q： 私は米国外のパートナーです。
 タックスインタビューを完了して、米国での販売に対する課税額を減額させるためには、
 米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？
A：はい。米国外のパートナーであり、居住国が米国と租税条約を締結している国である場合は、オンラインのタックス
インタビューを完了して、租税条約に定められた米国の納税上の便益を受けるため、米国の納税者番号（TIN）が必要に
なります。

Q： 米国の納税者番号（TIN）を取得する方法を教えてください。

A：フォームSS-4を使用して、米国の雇用主番号（EIN）を申請するのが、最も速くて簡単な方法です。このフォームは、
こちらのアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）ウェブサイトから入手できます。フォームSS-4の記入方法は、こちらをご覧く
ださい。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： フォームSS-4の記入を、ゲッティイメージズまたはiStockに手伝ってもらうことはできますか？

A：私たちは税務の専門家ではないため、税務アドバイスを提供することは認められていません。残念ながら、個人の納
税フォームの作成をお手伝いすることはできません。タックスインタビューのヘルプセクションには、フォームSS-4の記
入に役立つ情報が掲載されています。フォームSS-4の記入見本もありますのでご参照ください。追加のサポートが必
要な場合は、税務専門家またはアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）にお問い合わせいただくことをお勧めします。IRSの
ウェブサイトは、www.irs.govです。

Q： フォームSS-4は、ゲッティイメージズに送付するのですか？
A：いいえ。フォームSS-4の説明によれば、SS-4は、電話、ファックス、または郵送で申請することになっています。連
絡先の詳細については、説明をご参照ください。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： 私は米国の有限責任会社（LLC）です。したがって、所有者と一体不可分として取り扱われる
 事業体（Disregarded Entity）として分類されるはずです。
 しかしタックスインタビューでは、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）の
 オプションが選べず、C Corporation、S Corporation、またはPartnershipの選択肢しかありません。

A：フォームW9の説明（2013年8月改訂）によると、事業主と別物の企業体として扱われるLLCは、LLCの事業主本人
が同時にLLC企業体でない限り、LLCのチェックボックスにマークを付けてはならないとされています。この場合は、
「名前･名称」の行で特定されている事業主に対して適用される納税区分を入力する必要があります。フォームW9で
は、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）で個人が所有するものに対しては、正しい
納税区分は、個人 /個人事業主（Individual/Sole Proprietor）となります。
タックスインタビューにおいては、支払い受領者が、個人所有の有限責任会社（LLC）である場合は、タックスインタ
ビューの開始時に個人時業主（Sole Proprietor）を選択してください。これにより、所有者の個人名とLLCの事業名の
両方が入力できるようになります。
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Q： 私が米国外の支払い受領者の場合、
 米国での販売に対する税金の課税率を知るにはどうしたらいいですか？

A：タックスインタビューの途中で、フォームへの記入を完了する前に、課税率の情報が提供されます。米国と租税条約
を締結している国に居住されている場合は、所得分類の情報が条約履行目的で提供されるほか、それぞれの分類に対す
る源泉所得税率が提供されます。米国と租税条約を締結していない国に居住されている場合は、例えば、次のように情
報が表示されます。

Q： 「資格（Capacity in which acting）」とは、どういう意味ですか？

A：さまざまな資格の例には、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、個人、事業主、パートナーなどがあり
ますが、これらに限定されません。ご自身に最もあてはまる資格を入力してください。ご自分の資格が不確かな場合は、
税務専門家にお問い合わせください。

Q： タックスインタビューが終わったのですが、送信ボタンが使用できないか、または見当たりません。

A：フォームの送信が行えないのは、以下のようないくつかの一般的な理由が考えられます。   1. タックスインタビューの
最終ページには、いくつかのボックスがあります。インタビューの終了時には、それらの各ボックスをすべて選択する必要
があります。何を尋ねられているのか確信が持てないものがある場合は、税務専門家に問い合わせ、確認を提供する前
に必要なアドバイスを受けてください。   2. Eメールアドレスは、アカウントに記録されているものを正確に入力しなけれ
ばなりません。Eメールアドレスの情報は、納税の詳細を正しい対象者から取得していることを検証するプロセスの一部
に使用されます。入力するEメールアドレスは完全に一致していなければならず、大文字と小文字を区別する必要があり
ます。   3. すべての必須入力項目を完了していない可能性があります。   4. 画面を、送信ボタンが配置されている一番
下までスクロールしていない可能性があります。

Q： 納税者番号（TIN）を入力したのですが、
 タックスインタビューで有効なTINが入力されていないというメッセージが表示されます。

A：このメッセージが発せられるのは、以下のようないくつかの理由が考えられます。   1. 外国の納税者番号（TIN）を入
力するフィールドに、米国の納税者番号（TIN）が入力されている。   2. その氏名や名称のもとでは、アメリカ合衆国内国
歳入庁（IRS）のデータベースに登録されていない米国の納税者番号（TIN）を入力したため、名前とTINの不一致が生
じている。   3. 米国の納税者番号（TIN）を、ハイフンを含めて入力している。米国の納税者番号（TIN）を入力する際
は、ハイフンを含めないでください。   4. 無効な米国の納税者番号（TIN）を入力している。   5. 過去30日以内に受領し
た米国の納税者番号（TIN）を入力したが、そのTINはまだアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）のデータベースで有効に
なっていない。この場合は、「過去30日以内に米国の納税者番号（TIN）を受領しました」というテキストの横にあるチェッ
クボックスにマークを付けてください。後日検証を行い、インタビューが完了できるようになります。   6. 無効な形式の外
国納税者番号（TIN）を入力している。例えば、納税者番号（TIN）ではなく、VAT番号を入力している場合など。

Q： ゲッティイメージズのオンラインタックスインタビューを完了し、フォームを印刷しました。
 フォームを、ゲッティイメージズに送付する必要はありますか？

A：インタビューの作業時に、電子署名を行うことに同意した場合は、フォームを送付する必要はありません。インタ
ビューの作業時に、電子署名を行うことに同意しなかった場合は、フォームを送付する必要があります。フォームの送付
については、Eメールでお知らせします。このお知らせのEメールに返信する形で、署名したフォームをスキャンしたコ
ピーを送信するか、または郵送で次の宛先にお送りください。

ゲッティイメージズ
宛先：コントリビューターサービス
605 5th Avenue South Suite 400
Seattle WA 98105

Q： ゲッティイメージズ ｜ iStockのオンラインタックスインタビューを完了しましたが、
 インタビューに関する通知が繰り返し送信されてきます。

A：ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントをお持ちではありませんか？ 1つのアカウントの
インタビューを完了したものの、別のアカウントのものが未完了になっている可能性があります。その場合は、それぞれ
のアカウントにサインインして、タックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： 私は、ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントを持っています。
 １つのタックスインタビューを行えば、すべてのアカウントのインタビューが完了したことになりますか？

A：いいえ。すべてのアカウントのお支払いに対して、米国の税金徴収を低減したい場合は、お手数ですがそれぞれのア
カウントにサインインして、個別にタックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： タックスインタビューを完了したのですが、受領を確認するお知らせのEメールが届いていません。

A：インタビューの完了に関しては、改めてEメールでお知らせを送信することはありません。インタビューの最終画面
で、「タックスインタビューが完了しました。あなたが入力したデータは受領されました。さらなる検証が必要になる場合
がありますのでご了承ください。」というメッセージが表示されます。検証によって、さらなる確認が必要になった場合は、
お知らせが送信されます。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、さらなる情報を提出するように通知されました。なぜですか？

A：状況によって、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）から、追加情報または文書を入手するよう要請されることがありま
す。例えば、米国市民・居住者ではないと入力したにもかかわらず、米国内の住所を記入しているような場合は、さらな
る詳細情報を確認する必要が生じることがあります。

Q： タックスインタビューの作業に問題が生じた場合は、どこに問い合わせたらいいですか？

A：タックスインタビューの実施に関する通知、あるいはタックスインタビューへの追加情報の提供に関する通知をEメー
ルで受信された場合は、そのEメールに返信する形であらゆる質問を送付するのが最良の方法です。これにより、コント
リビューターサービスは、その質問が税務関連であることを識別できます。
タックスインタビューの通知をEメールで受信せず、タックスインタビューを始めて行う場合、あるいは税務情報を更新す
る場合は、EメールでContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。件名欄に「タックスインタ
ビュー」であることを明記してください。ご質問に優先的に対応いたします。技術的な問題が生じた場合は、その状況を
示すスクリーンショットと問題の具体的な内容をご提供ください。これにより、常により良い解決が可能になります。

Q： 私は米国と租税条約を締結している国に居住しており、タックスインタビューを完了しました。
 しかし、支払いに対して、想定していた額よりも大きな額が課税されています。なぜですか？

A：これには、以下のような理由が考えられます。   1. 納税者番号（TIN）を提供せずにタックスインタビューを完了した場
合、租税条約による課税控除の便益を受ける資格が生じないことがあります。この場合は、タックスインタビューをもう一
度行い、TINを提供する必要があります。   2. すべての租税条約が米国での課税を免除するわけではなく、条約によっ
ては、徴収税率の低減にとどまるものもあります。
税額控除額が正しくないと思われる場合は、ContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。

Q： タックスインタビューを完了していないにもかかわらず、私への支払い額から納税額が差し引かれています。
 今からタックスインタビューを完了すれば、ゲッティイメージズは税金を還付できますか？

A：いいえ、残念ながらできません。ゲッティイメージズは、お支払い時にファイルに記載されている情報に基づいて、税
金分を差し引くように求められており、合法的に差し引いた税金を払い戻すことはできません。徴収された税金の還付を
求める場合は、税務専門家を交えてアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）とやり取りを行う必要があります。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、
 外国の納税者番号（TIN）または米国の納税者番号（TIN）を入力しませんでした。
 もう一度やり直すことはできますか？

A：はい。タックスインタビューのリンクは、いつでも利用できます。ご自分の税務情報を更新する必要があるときは、こ
のリンクを使用して、新たな情報に基づいてタックスインタビューを完了してください。



Q： なぜ私は、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームを記入するように要請されるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、米国税法規の対象となります。ロイ
ヤリティのお支払いに対する米国の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォームに
記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を追って記入するのに役立ちます。

Q： 私は米国市民または米国居住者ではありません。
 なぜ、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームに記入する必要があるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、
米国税法規の対象となります。米国税法規は、お支払い受領者が米国市民・居住
者であるかどうかに関わらず、適用されます。ロイヤリティのお支払いに対する米国
の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォーム
に記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を
追って記入するのに役立ちます。

Q： もしも私が米国納税フォームを提出しない場合は、どうなりますか？

A：ゲッティイメージズは、コントリビューターの方々へのお支払い金額に、最大限の
課税率を適用して税金を徴収することが求められています。これは、米国のコント
リビューターの方々の場合は、28パーセントになります。米国外のコントリビュー
ターの方々については、米国向け販売の場合が30パーセント、米国以外に向けた
販売の場合が28パーセントになります。

Q： タックスインタビューは、どこで実施できますか？

A：http://www.istockphoto.com/で iStockにサインインし、タックスインタビュー
（Tax Interview）のリンクから、インタビューにアクセスしてください。

Q： 私は、iStockでの販売実績がほとんどありません。
 この場合でも、オンラインでのタックスインタビューは適用されますか？

A：はい。これまでどれだけ販売したかにかかわらず、タックスインタビューを行うことが大切です。今後のお支払いに対
する不要な税金徴収を回避することができます。

Q： タックスインタビューを完了すれば、
 支払い額から米国への納税額が差し引かれることはなくなるのですか？

A：そうとは限りません。米国の税金徴収額は、人それぞれの状況によって異なります。納税義務を有する国の規則や、
インタビューで提供された情報（例えば、米国納税者番号または外国の納税者番号など）に加え、当該国と米国との間に
源泉所得税の減額を定めた租税条約があるかどうかによっても異なります。タックスインタビューを完了し、米国の納税
者番号（TIN）を提供された米国のコントリビューターの方々は通常、米国のあらゆる課税控除が適用されます。タックス
インタビューを完了した米国以外のコントリビューターの方々は、米国外の顧客向けライセンスに対するロイヤリティにつ
いては、米国の課税控除が適用されません。米国内の顧客向けライセンスに対するロイヤリティに課される税率は、状況
に応じて0パーセントから最大30パーセントとなっています。

Q： 租税条約とは何ですか？ また具体的な便益はどのようなものですか？

A：米国は、相手国の住民が、米国内の顧客向け販売に支払われたロイヤリティに対する米国の課税額を減額または削
除できるように、さまざまな国と条約を結んでいます。米国とあなたとの国の間に源泉所得税の減額を定めた租税条約
が結ばれており、タックスインタビューで租税条約の便益の適用に必要となる情報を提供された場合は、米国での販売
に対するお支払いに課税される米国の徴税額を低減、または場合によっては削除することができます。

Q： 私の国が米国と租税条約を締結しているかどうかは、どうしたら分かりますか？

A：アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）が発行しているIRSパブリケーション901の表1が役立ちます。映画およびテレ
ビ、ならびに著作権に関するロイヤリティのカテゴリーごとに、税率が特定されていますのでご参照ください。この表に
は、国別の源泉徴収税率が記されています。このパブリケーションは、こちらのIRSウェブサイトでご覧になれます。

Q： 私の国は米国と租税条約を締結していません。
 それでも、タックスインタビューを完了する必要はありますか？

A：もちろんです。タックスインタビューを完了していない場合、ゲッティイメージズは、お支払い金額に、最大限の課税
率を適用して税金を徴収することが必要となります。課税率は、米国外のコントリビューターについては、米国向け販売
の場合が30パーセント、米国以外に向けた販売の場合が28パーセントとなります。あなたの国が米国と租税条約を締
結しておらず、タックスインタビューを完了された場合は、米国外向け販売に対する28パーセントの課税率による徴税は
適用されません。

Q：タックスインタビューを開始する前に、何かしておくべきことはありますか？

A：ご自身のiStockアカウントの連絡先に関する詳細をご覧になり、Eメールアドレスが最新のものになっているか、確認
されることをお勧めします。納税フォームの署名を電子的に行うことに同意される場合は、電子フォームの署名時に、身
元を確認するためEメールアドレスを提供しなければならず、そのアドレスがアカウントのEメールアドレスと正確に一致
している必要があります。また、米国または外国の納税者番号（TIN）を用意する必要があります。米国外のパートナー
であるか、または納税者番号（TIN）を発行していない国の居住者である場合は、租税条約によって定められた米国の課
税控除を受けるため、米国の納税者番号（TIN）の取得が必要になることがあります。

Q： タックスインタビューでは、どのような種類の情報について質問されますか？

A：個人、個人事業主としての事業者、その他の種類の事業者のいずれかであるかが質問されます。また、氏名、生年
月日および /または事業者名、居住地の住所と郵送先住所、米国または外国の納税者番号（TIN）、納税義務を有する国
についても尋ねられます。回答の内容によっては、「はい」または「いいえ」で答えるいくつかの質問が付け加えられること
もあります。タックスインタビューは、状況に応じて内容が変わります。インタビューの経路や質問内容は、他の質問への
回答次第で異なってきます。

Q： TINとは何ですか？

A：TINとは、Taxpayer Identification Numberの略で、納税者番号のことを指します。TINは、米国の納税者番号を
指す場合は、社会保障番号（SSN）、雇用主番号（EIN）、個人納税者識別番号（ITIN）などがそれに該当します。また
TINは、外国の納税者番号を指す場合もあります。外国の納税者番号は、あなたの国の政府が発行した納税者番号と
なります。VAT番号は、TINではありません。

Q： 納税者番号（TIN）の提供は必須ですか？

A：あなたが米国の支払い受領者である場合は、米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりません。米国外の支払
い受領者である場合は、租税条約によって定められた米国の課税控除を受けるため、納税者番号（TIN）を提供しなけれ
ばなりません。このようなケースでは、外国の納税者番号を提供することがほとんどです。あなたの居住国が、米国と
租税条約を締結していない場合は、納税者番号（TIN）を提供する必要はありません。

Q： 私は、米国外の支払い受領者です。米国での販売に対する課税額を減額させるには、
 米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりませんか？

A：おそらく提出する必要があるでしょう。あなたの国と米国との間に、米国の源泉所得税の減額を定めた租税条約が結
ばれている場合は、ほとんどのケースにおいて、外国の納税者番号（TIN）を提供することにより、租税条約の便益が適
用されます。この納税者番号（TIN）は、あなたの国の政府が発行したものである場合がほとんどです。しかしあなたの
国が、米国と租税条約を締結していながら国の居住者に納税者番号（TIN）を発行していない場合（例えば、フランス、日
本、ルクセンブルク、スロバキアなど）は、課税控除を受けるために米国の納税者番号（TIN）が必要になります。米国外
のパートナーとしての事業者である場合は、タックスインタビューを完了するために、および /または租税条約の便益を受
けるために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要があります。

Q： 米国と私の国は、租税条約を締結していません。
 タックスインタビューを完了するために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？

A：いいえ、その必要はありません。

Q： 私は米国外のパートナーです。
 タックスインタビューを完了して、米国での販売に対する課税額を減額させるためには、
 米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？
A：はい。米国外のパートナーであり、居住国が米国と租税条約を締結している国である場合は、オンラインのタックス
インタビューを完了して、租税条約に定められた米国の納税上の便益を受けるため、米国の納税者番号（TIN）が必要に
なります。

Q： 米国の納税者番号（TIN）を取得する方法を教えてください。

A：フォームSS-4を使用して、米国の雇用主番号（EIN）を申請するのが、最も速くて簡単な方法です。このフォームは、
こちらのアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）ウェブサイトから入手できます。フォームSS-4の記入方法は、こちらをご覧く
ださい。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： フォームSS-4の記入を、ゲッティイメージズまたはiStockに手伝ってもらうことはできますか？

A：私たちは税務の専門家ではないため、税務アドバイスを提供することは認められていません。残念ながら、個人の納
税フォームの作成をお手伝いすることはできません。タックスインタビューのヘルプセクションには、フォームSS-4の記
入に役立つ情報が掲載されています。フォームSS-4の記入見本もありますのでご参照ください。追加のサポートが必
要な場合は、税務専門家またはアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）にお問い合わせいただくことをお勧めします。IRSの
ウェブサイトは、www.irs.govです。

Q： フォームSS-4は、ゲッティイメージズに送付するのですか？
A：いいえ。フォームSS-4の説明によれば、SS-4は、電話、ファックス、または郵送で申請することになっています。連
絡先の詳細については、説明をご参照ください。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： 私は米国の有限責任会社（LLC）です。したがって、所有者と一体不可分として取り扱われる
 事業体（Disregarded Entity）として分類されるはずです。
 しかしタックスインタビューでは、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）の
 オプションが選べず、C Corporation、S Corporation、またはPartnershipの選択肢しかありません。

A：フォームW9の説明（2013年8月改訂）によると、事業主と別物の企業体として扱われるLLCは、LLCの事業主本人
が同時にLLC企業体でない限り、LLCのチェックボックスにマークを付けてはならないとされています。この場合は、
「名前･名称」の行で特定されている事業主に対して適用される納税区分を入力する必要があります。フォームW9で
は、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）で個人が所有するものに対しては、正しい
納税区分は、個人 /個人事業主（Individual/Sole Proprietor）となります。
タックスインタビューにおいては、支払い受領者が、個人所有の有限責任会社（LLC）である場合は、タックスインタ
ビューの開始時に個人時業主（Sole Proprietor）を選択してください。これにより、所有者の個人名とLLCの事業名の
両方が入力できるようになります。

Q： 私が米国外の支払い受領者の場合、
 米国での販売に対する税金の課税率を知るにはどうしたらいいですか？

A：タックスインタビューの途中で、フォームへの記入を完了する前に、課税率の情報が提供されます。米国と租税条約
を締結している国に居住されている場合は、所得分類の情報が条約履行目的で提供されるほか、それぞれの分類に対す
る源泉所得税率が提供されます。米国と租税条約を締結していない国に居住されている場合は、例えば、次のように情
報が表示されます。

Q： 「資格（Capacity in which acting）」とは、どういう意味ですか？

A：さまざまな資格の例には、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、個人、事業主、パートナーなどがあり
ますが、これらに限定されません。ご自身に最もあてはまる資格を入力してください。ご自分の資格が不確かな場合は、
税務専門家にお問い合わせください。
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Q： タックスインタビューが終わったのですが、送信ボタンが使用できないか、または見当たりません。

A：フォームの送信が行えないのは、以下のようないくつかの一般的な理由が考えられます。   1. タックスインタビューの
最終ページには、いくつかのボックスがあります。インタビューの終了時には、それらの各ボックスをすべて選択する必要
があります。何を尋ねられているのか確信が持てないものがある場合は、税務専門家に問い合わせ、確認を提供する前
に必要なアドバイスを受けてください。   2. Eメールアドレスは、アカウントに記録されているものを正確に入力しなけれ
ばなりません。Eメールアドレスの情報は、納税の詳細を正しい対象者から取得していることを検証するプロセスの一部
に使用されます。入力するEメールアドレスは完全に一致していなければならず、大文字と小文字を区別する必要があり
ます。   3. すべての必須入力項目を完了していない可能性があります。   4. 画面を、送信ボタンが配置されている一番
下までスクロールしていない可能性があります。

Q： 納税者番号（TIN）を入力したのですが、
 タックスインタビューで有効なTINが入力されていないというメッセージが表示されます。

A：このメッセージが発せられるのは、以下のようないくつかの理由が考えられます。   1. 外国の納税者番号（TIN）を入
力するフィールドに、米国の納税者番号（TIN）が入力されている。   2. その氏名や名称のもとでは、アメリカ合衆国内国
歳入庁（IRS）のデータベースに登録されていない米国の納税者番号（TIN）を入力したため、名前とTINの不一致が生
じている。   3. 米国の納税者番号（TIN）を、ハイフンを含めて入力している。米国の納税者番号（TIN）を入力する際
は、ハイフンを含めないでください。   4. 無効な米国の納税者番号（TIN）を入力している。   5. 過去30日以内に受領し
た米国の納税者番号（TIN）を入力したが、そのTINはまだアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）のデータベースで有効に
なっていない。この場合は、「過去30日以内に米国の納税者番号（TIN）を受領しました」というテキストの横にあるチェッ
クボックスにマークを付けてください。後日検証を行い、インタビューが完了できるようになります。   6. 無効な形式の外
国納税者番号（TIN）を入力している。例えば、納税者番号（TIN）ではなく、VAT番号を入力している場合など。

Q： ゲッティイメージズのオンラインタックスインタビューを完了し、フォームを印刷しました。
 フォームを、ゲッティイメージズに送付する必要はありますか？

A：インタビューの作業時に、電子署名を行うことに同意した場合は、フォームを送付する必要はありません。インタ
ビューの作業時に、電子署名を行うことに同意しなかった場合は、フォームを送付する必要があります。フォームの送付
については、Eメールでお知らせします。このお知らせのEメールに返信する形で、署名したフォームをスキャンしたコ
ピーを送信するか、または郵送で次の宛先にお送りください。

ゲッティイメージズ
宛先：コントリビューターサービス
605 5th Avenue South Suite 400
Seattle WA 98105

Q： ゲッティイメージズ ｜ iStockのオンラインタックスインタビューを完了しましたが、
 インタビューに関する通知が繰り返し送信されてきます。

A：ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントをお持ちではありませんか？ 1つのアカウントの
インタビューを完了したものの、別のアカウントのものが未完了になっている可能性があります。その場合は、それぞれ
のアカウントにサインインして、タックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： 私は、ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントを持っています。
 １つのタックスインタビューを行えば、すべてのアカウントのインタビューが完了したことになりますか？

A：いいえ。すべてのアカウントのお支払いに対して、米国の税金徴収を低減したい場合は、お手数ですがそれぞれのア
カウントにサインインして、個別にタックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： タックスインタビューを完了したのですが、受領を確認するお知らせのEメールが届いていません。

A：インタビューの完了に関しては、改めてEメールでお知らせを送信することはありません。インタビューの最終画面
で、「タックスインタビューが完了しました。あなたが入力したデータは受領されました。さらなる検証が必要になる場合
がありますのでご了承ください。」というメッセージが表示されます。検証によって、さらなる確認が必要になった場合は、
お知らせが送信されます。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、さらなる情報を提出するように通知されました。なぜですか？

A：状況によって、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）から、追加情報または文書を入手するよう要請されることがありま
す。例えば、米国市民・居住者ではないと入力したにもかかわらず、米国内の住所を記入しているような場合は、さらな
る詳細情報を確認する必要が生じることがあります。

Q： タックスインタビューの作業に問題が生じた場合は、どこに問い合わせたらいいですか？

A：タックスインタビューの実施に関する通知、あるいはタックスインタビューへの追加情報の提供に関する通知をEメー
ルで受信された場合は、そのEメールに返信する形であらゆる質問を送付するのが最良の方法です。これにより、コント
リビューターサービスは、その質問が税務関連であることを識別できます。
タックスインタビューの通知をEメールで受信せず、タックスインタビューを始めて行う場合、あるいは税務情報を更新す
る場合は、EメールでContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。件名欄に「タックスインタ
ビュー」であることを明記してください。ご質問に優先的に対応いたします。技術的な問題が生じた場合は、その状況を
示すスクリーンショットと問題の具体的な内容をご提供ください。これにより、常により良い解決が可能になります。

Q： 私は米国と租税条約を締結している国に居住しており、タックスインタビューを完了しました。
 しかし、支払いに対して、想定していた額よりも大きな額が課税されています。なぜですか？

A：これには、以下のような理由が考えられます。   1. 納税者番号（TIN）を提供せずにタックスインタビューを完了した場
合、租税条約による課税控除の便益を受ける資格が生じないことがあります。この場合は、タックスインタビューをもう一
度行い、TINを提供する必要があります。   2. すべての租税条約が米国での課税を免除するわけではなく、条約によっ
ては、徴収税率の低減にとどまるものもあります。
税額控除額が正しくないと思われる場合は、ContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。

Q： タックスインタビューを完了していないにもかかわらず、私への支払い額から納税額が差し引かれています。
 今からタックスインタビューを完了すれば、ゲッティイメージズは税金を還付できますか？

A：いいえ、残念ながらできません。ゲッティイメージズは、お支払い時にファイルに記載されている情報に基づいて、税
金分を差し引くように求められており、合法的に差し引いた税金を払い戻すことはできません。徴収された税金の還付を
求める場合は、税務専門家を交えてアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）とやり取りを行う必要があります。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、
 外国の納税者番号（TIN）または米国の納税者番号（TIN）を入力しませんでした。
 もう一度やり直すことはできますか？

A：はい。タックスインタビューのリンクは、いつでも利用できます。ご自分の税務情報を更新する必要があるときは、こ
のリンクを使用して、新たな情報に基づいてタックスインタビューを完了してください。



Q： 納税者番号（TIN）を入力したのですが、
 タックスインタビューで有効なTINが入力されていないというメッセージが表示されます。

A：このメッセージが発せられるのは、以下のようないくつかの理由が考えられます。   1. 外国の納税者番号（TIN）を入
力するフィールドに、米国の納税者番号（TIN）が入力されている。   2. その氏名や名称のもとでは、アメリカ合衆国内国
歳入庁（IRS）のデータベースに登録されていない米国の納税者番号（TIN）を入力したため、名前とTINの不一致が生
じている。   3. 米国の納税者番号（TIN）を、ハイフンを含めて入力している。米国の納税者番号（TIN）を入力する際
は、ハイフンを含めないでください。   4. 無効な米国の納税者番号（TIN）を入力している。   5. 過去30日以内に受領し
た米国の納税者番号（TIN）を入力したが、そのTINはまだアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）のデータベースで有効に
なっていない。この場合は、「過去30日以内に米国の納税者番号（TIN）を受領しました」というテキストの横にあるチェッ
クボックスにマークを付けてください。後日検証を行い、インタビューが完了できるようになります。   6. 無効な形式の外
国納税者番号（TIN）を入力している。例えば、納税者番号（TIN）ではなく、VAT番号を入力している場合など。
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Q： 私は米国の有限責任会社（LLC）です。したがって、所有者と一体不可分として取り扱われる
 事業体（Disregarded Entity）として分類されるはずです。
 しかしタックスインタビューでは、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）の
 オプションが選べず、C Corporation、S Corporation、またはPartnershipの選択肢しかありません。

A：フォームW9の説明（2013年8月改訂）によると、事業主と別物の企業体として扱われるLLCは、LLCの事業主本人
が同時にLLC企業体でない限り、LLCのチェックボックスにマークを付けてはならないとされています。この場合は、
「名前･名称」の行で特定されている事業主に対して適用される納税区分を入力する必要があります。フォームW9で
は、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）で個人が所有するものに対しては、正しい
納税区分は、個人 /個人事業主（Individual/Sole Proprietor）となります。
タックスインタビューにおいては、支払い受領者が、個人所有の有限責任会社（LLC）である場合は、タックスインタ
ビューの開始時に個人時業主（Sole Proprietor）を選択してください。これにより、所有者の個人名とLLCの事業名の
両方が入力できるようになります。

06



Q： 私が米国外の支払い受領者の場合、
 米国での販売に対する税金の課税率を知るにはどうしたらいいですか？

A：タックスインタビューの途中で、フォームへの記入を完了する前に、課税率の情報が提供されます。米国と租税条約
を締結している国に居住されている場合は、所得分類の情報が条約履行目的で提供されるほか、それぞれの分類に対す
る源泉所得税率が提供されます。米国と租税条約を締結していない国に居住されている場合は、例えば、次のように情
報が表示されます。

Q： 「資格（Capacity in which acting）」とは、どういう意味ですか？

A：さまざまな資格の例には、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、個人、事業主、パートナーなどがあり
ますが、これらに限定されません。ご自身に最もあてはまる資格を入力してください。ご自分の資格が不確かな場合は、
税務専門家にお問い合わせください。
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Q： タックスインタビューが終わったのですが、送信ボタンが使用できないか、または見当たりません。

A：フォームの送信が行えないのは、以下のようないくつかの一般的な理由が考えられます。   1. タックスインタビューの
最終ページには、いくつかのボックスがあります。インタビューの終了時には、それらの各ボックスをすべて選択する必要
があります。何を尋ねられているのか確信が持てないものがある場合は、税務専門家に問い合わせ、確認を提供する前
に必要なアドバイスを受けてください。   2. Eメールアドレスは、アカウントに記録されているものを正確に入力しなけれ
ばなりません。Eメールアドレスの情報は、納税の詳細を正しい対象者から取得していることを検証するプロセスの一部
に使用されます。入力するEメールアドレスは完全に一致していなければならず、大文字と小文字を区別する必要があり
ます。   3. すべての必須入力項目を完了していない可能性があります。   4. 画面を、送信ボタンが配置されている一番
下までスクロールしていない可能性があります。
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Q： ゲッティイメージズのオンラインタックスインタビューを完了し、フォームを印刷しました。
 フォームを、ゲッティイメージズに送付する必要はありますか？

A：インタビューの作業時に、電子署名を行うことに同意した場合は、フォームを送付する必要はありません。インタ
ビューの作業時に、電子署名を行うことに同意しなかった場合は、フォームを送付する必要があります。フォームの送付
については、Eメールでお知らせします。このお知らせのEメールに返信する形で、署名したフォームをスキャンしたコ
ピーを送信するか、または郵送で次の宛先にお送りください。

ゲッティイメージズ
宛先：コントリビューターサービス
605 5th Avenue South Suite 400
Seattle WA 98105

Q： ゲッティイメージズ ｜ iStockのオンラインタックスインタビューを完了しましたが、
 インタビューに関する通知が繰り返し送信されてきます。

A：ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントをお持ちではありませんか？ 1つのアカウントの
インタビューを完了したものの、別のアカウントのものが未完了になっている可能性があります。その場合は、それぞれ
のアカウントにサインインして、タックスインタビューを完了させる必要があります。
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Q： 私は、ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントを持っています。
 １つのタックスインタビューを行えば、すべてのアカウントのインタビューが完了したことになりますか？

A：いいえ。すべてのアカウントのお支払いに対して、米国の税金徴収を低減したい場合は、お手数ですがそれぞれのア
カウントにサインインして、個別にタックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： タックスインタビューを完了したのですが、受領を確認するお知らせのEメールが届いていません。

A：インタビューの完了に関しては、改めてEメールでお知らせを送信することはありません。インタビューの最終画面
で、「タックスインタビューが完了しました。あなたが入力したデータは受領されました。さらなる検証が必要になる場合
がありますのでご了承ください。」というメッセージが表示されます。検証によって、さらなる確認が必要になった場合は、
お知らせが送信されます。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、さらなる情報を提出するように通知されました。なぜですか？

A：状況によって、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）から、追加情報または文書を入手するよう要請されることがありま
す。例えば、米国市民・居住者ではないと入力したにもかかわらず、米国内の住所を記入しているような場合は、さらな
る詳細情報を確認する必要が生じることがあります。

Q： タックスインタビューの作業に問題が生じた場合は、どこに問い合わせたらいいですか？

A：タックスインタビューの実施に関する通知、あるいはタックスインタビューへの追加情報の提供に関する通知をEメー
ルで受信された場合は、そのEメールに返信する形であらゆる質問を送付するのが最良の方法です。これにより、コント
リビューターサービスは、その質問が税務関連であることを識別できます。
タックスインタビューの通知をEメールで受信せず、タックスインタビューを始めて行う場合、あるいは税務情報を更新す
る場合は、EメールでContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。件名欄に「タックスインタ
ビュー」であることを明記してください。ご質問に優先的に対応いたします。技術的な問題が生じた場合は、その状況を
示すスクリーンショットと問題の具体的な内容をご提供ください。これにより、常により良い解決が可能になります。
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Q： なぜ私は、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームを記入するように要請されるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、米国税法規の対象となります。ロイ
ヤリティのお支払いに対する米国の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォームに
記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を追って記入するのに役立ちます。

Q： 私は米国市民または米国居住者ではありません。
 なぜ、オンラインのタックスインタビューを使用して
 米国納税フォームに記入する必要があるのですか？

A：ゲッティイメージズからコントリビューターの方々へのロイヤリティのお支払いは、
米国税法規の対象となります。米国税法規は、お支払い受領者が米国市民・居住
者であるかどうかに関わらず、適用されます。ロイヤリティのお支払いに対する米国
の税金の課税額を減額するか、または状況次第で削除するには、米国納税フォーム
に記入してください。オンラインのタックスインタビューは、正しいフォームに順を
追って記入するのに役立ちます。

Q： もしも私が米国納税フォームを提出しない場合は、どうなりますか？

A：ゲッティイメージズは、コントリビューターの方々へのお支払い金額に、最大限の
課税率を適用して税金を徴収することが求められています。これは、米国のコント
リビューターの方々の場合は、28パーセントになります。米国外のコントリビュー
ターの方々については、米国向け販売の場合が30パーセント、米国以外に向けた
販売の場合が28パーセントになります。

Q： タックスインタビューは、どこで実施できますか？

A：http://www.istockphoto.com/で iStockにサインインし、タックスインタビュー
（Tax Interview）のリンクから、インタビューにアクセスしてください。

Q： 私は、iStockでの販売実績がほとんどありません。
 この場合でも、オンラインでのタックスインタビューは適用されますか？

A：はい。これまでどれだけ販売したかにかかわらず、タックスインタビューを行うことが大切です。今後のお支払いに対
する不要な税金徴収を回避することができます。

Q： タックスインタビューを完了すれば、
 支払い額から米国への納税額が差し引かれることはなくなるのですか？

A：そうとは限りません。米国の税金徴収額は、人それぞれの状況によって異なります。納税義務を有する国の規則や、
インタビューで提供された情報（例えば、米国納税者番号または外国の納税者番号など）に加え、当該国と米国との間に
源泉所得税の減額を定めた租税条約があるかどうかによっても異なります。タックスインタビューを完了し、米国の納税
者番号（TIN）を提供された米国のコントリビューターの方々は通常、米国のあらゆる課税控除が適用されます。タックス
インタビューを完了した米国以外のコントリビューターの方々は、米国外の顧客向けライセンスに対するロイヤリティにつ
いては、米国の課税控除が適用されません。米国内の顧客向けライセンスに対するロイヤリティに課される税率は、状況
に応じて0パーセントから最大30パーセントとなっています。

Q： 租税条約とは何ですか？ また具体的な便益はどのようなものですか？

A：米国は、相手国の住民が、米国内の顧客向け販売に支払われたロイヤリティに対する米国の課税額を減額または削
除できるように、さまざまな国と条約を結んでいます。米国とあなたとの国の間に源泉所得税の減額を定めた租税条約
が結ばれており、タックスインタビューで租税条約の便益の適用に必要となる情報を提供された場合は、米国での販売
に対するお支払いに課税される米国の徴税額を低減、または場合によっては削除することができます。

Q： 私の国が米国と租税条約を締結しているかどうかは、どうしたら分かりますか？

A：アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）が発行しているIRSパブリケーション901の表1が役立ちます。映画およびテレ
ビ、ならびに著作権に関するロイヤリティのカテゴリーごとに、税率が特定されていますのでご参照ください。この表に
は、国別の源泉徴収税率が記されています。このパブリケーションは、こちらのIRSウェブサイトでご覧になれます。

Q： 私の国は米国と租税条約を締結していません。
 それでも、タックスインタビューを完了する必要はありますか？

A：もちろんです。タックスインタビューを完了していない場合、ゲッティイメージズは、お支払い金額に、最大限の課税
率を適用して税金を徴収することが必要となります。課税率は、米国外のコントリビューターについては、米国向け販売
の場合が30パーセント、米国以外に向けた販売の場合が28パーセントとなります。あなたの国が米国と租税条約を締
結しておらず、タックスインタビューを完了された場合は、米国外向け販売に対する28パーセントの課税率による徴税は
適用されません。

Q：タックスインタビューを開始する前に、何かしておくべきことはありますか？

A：ご自身のiStockアカウントの連絡先に関する詳細をご覧になり、Eメールアドレスが最新のものになっているか、確認
されることをお勧めします。納税フォームの署名を電子的に行うことに同意される場合は、電子フォームの署名時に、身
元を確認するためEメールアドレスを提供しなければならず、そのアドレスがアカウントのEメールアドレスと正確に一致
している必要があります。また、米国または外国の納税者番号（TIN）を用意する必要があります。米国外のパートナー
であるか、または納税者番号（TIN）を発行していない国の居住者である場合は、租税条約によって定められた米国の課
税控除を受けるため、米国の納税者番号（TIN）の取得が必要になることがあります。

Q： タックスインタビューでは、どのような種類の情報について質問されますか？

A：個人、個人事業主としての事業者、その他の種類の事業者のいずれかであるかが質問されます。また、氏名、生年
月日および /または事業者名、居住地の住所と郵送先住所、米国または外国の納税者番号（TIN）、納税義務を有する国
についても尋ねられます。回答の内容によっては、「はい」または「いいえ」で答えるいくつかの質問が付け加えられること
もあります。タックスインタビューは、状況に応じて内容が変わります。インタビューの経路や質問内容は、他の質問への
回答次第で異なってきます。

Q： TINとは何ですか？

A：TINとは、Taxpayer Identification Numberの略で、納税者番号のことを指します。TINは、米国の納税者番号を
指す場合は、社会保障番号（SSN）、雇用主番号（EIN）、個人納税者識別番号（ITIN）などがそれに該当します。また
TINは、外国の納税者番号を指す場合もあります。外国の納税者番号は、あなたの国の政府が発行した納税者番号と
なります。VAT番号は、TINではありません。

Q： 納税者番号（TIN）の提供は必須ですか？

A：あなたが米国の支払い受領者である場合は、米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりません。米国外の支払
い受領者である場合は、租税条約によって定められた米国の課税控除を受けるため、納税者番号（TIN）を提供しなけれ
ばなりません。このようなケースでは、外国の納税者番号を提供することがほとんどです。あなたの居住国が、米国と
租税条約を締結していない場合は、納税者番号（TIN）を提供する必要はありません。

Q： 私は、米国外の支払い受領者です。米国での販売に対する課税額を減額させるには、
 米国の納税者番号（TIN）を提供しなければなりませんか？

A：おそらく提出する必要があるでしょう。あなたの国と米国との間に、米国の源泉所得税の減額を定めた租税条約が結
ばれている場合は、ほとんどのケースにおいて、外国の納税者番号（TIN）を提供することにより、租税条約の便益が適
用されます。この納税者番号（TIN）は、あなたの国の政府が発行したものである場合がほとんどです。しかしあなたの
国が、米国と租税条約を締結していながら国の居住者に納税者番号（TIN）を発行していない場合（例えば、フランス、日
本、ルクセンブルク、スロバキアなど）は、課税控除を受けるために米国の納税者番号（TIN）が必要になります。米国外
のパートナーとしての事業者である場合は、タックスインタビューを完了するために、および /または租税条約の便益を受
けるために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要があります。

Q： 米国と私の国は、租税条約を締結していません。
 タックスインタビューを完了するために、米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？

A：いいえ、その必要はありません。

Q： 私は米国外のパートナーです。
 タックスインタビューを完了して、米国での販売に対する課税額を減額させるためには、
 米国の納税者番号（TIN）を取得する必要はありますか？
A：はい。米国外のパートナーであり、居住国が米国と租税条約を締結している国である場合は、オンラインのタックス
インタビューを完了して、租税条約に定められた米国の納税上の便益を受けるため、米国の納税者番号（TIN）が必要に
なります。

Q： 米国の納税者番号（TIN）を取得する方法を教えてください。

A：フォームSS-4を使用して、米国の雇用主番号（EIN）を申請するのが、最も速くて簡単な方法です。このフォームは、
こちらのアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）ウェブサイトから入手できます。フォームSS-4の記入方法は、こちらをご覧く
ださい。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： フォームSS-4の記入を、ゲッティイメージズまたはiStockに手伝ってもらうことはできますか？

A：私たちは税務の専門家ではないため、税務アドバイスを提供することは認められていません。残念ながら、個人の納
税フォームの作成をお手伝いすることはできません。タックスインタビューのヘルプセクションには、フォームSS-4の記
入に役立つ情報が掲載されています。フォームSS-4の記入見本もありますのでご参照ください。追加のサポートが必
要な場合は、税務専門家またはアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）にお問い合わせいただくことをお勧めします。IRSの
ウェブサイトは、www.irs.govです。

Q： フォームSS-4は、ゲッティイメージズに送付するのですか？
A：いいえ。フォームSS-4の説明によれば、SS-4は、電話、ファックス、または郵送で申請することになっています。連
絡先の詳細については、説明をご参照ください。最も手早いのは、電話で申し込む方法です。

Q： 私は米国の有限責任会社（LLC）です。したがって、所有者と一体不可分として取り扱われる
 事業体（Disregarded Entity）として分類されるはずです。
 しかしタックスインタビューでは、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）の
 オプションが選べず、C Corporation、S Corporation、またはPartnershipの選択肢しかありません。

A：フォームW9の説明（2013年8月改訂）によると、事業主と別物の企業体として扱われるLLCは、LLCの事業主本人
が同時にLLC企業体でない限り、LLCのチェックボックスにマークを付けてはならないとされています。この場合は、
「名前･名称」の行で特定されている事業主に対して適用される納税区分を入力する必要があります。フォームW9で
は、所有者と一体不可分として取り扱われる事業体（Disregarded Entity）で個人が所有するものに対しては、正しい
納税区分は、個人 /個人事業主（Individual/Sole Proprietor）となります。
タックスインタビューにおいては、支払い受領者が、個人所有の有限責任会社（LLC）である場合は、タックスインタ
ビューの開始時に個人時業主（Sole Proprietor）を選択してください。これにより、所有者の個人名とLLCの事業名の
両方が入力できるようになります。

Q： 私が米国外の支払い受領者の場合、
 米国での販売に対する税金の課税率を知るにはどうしたらいいですか？

A：タックスインタビューの途中で、フォームへの記入を完了する前に、課税率の情報が提供されます。米国と租税条約
を締結している国に居住されている場合は、所得分類の情報が条約履行目的で提供されるほか、それぞれの分類に対す
る源泉所得税率が提供されます。米国と租税条約を締結していない国に居住されている場合は、例えば、次のように情
報が表示されます。

Q： 「資格（Capacity in which acting）」とは、どういう意味ですか？

A：さまざまな資格の例には、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、個人、事業主、パートナーなどがあり
ますが、これらに限定されません。ご自身に最もあてはまる資格を入力してください。ご自分の資格が不確かな場合は、
税務専門家にお問い合わせください。

Q： タックスインタビューが終わったのですが、送信ボタンが使用できないか、または見当たりません。

A：フォームの送信が行えないのは、以下のようないくつかの一般的な理由が考えられます。   1. タックスインタビューの
最終ページには、いくつかのボックスがあります。インタビューの終了時には、それらの各ボックスをすべて選択する必要
があります。何を尋ねられているのか確信が持てないものがある場合は、税務専門家に問い合わせ、確認を提供する前
に必要なアドバイスを受けてください。   2. Eメールアドレスは、アカウントに記録されているものを正確に入力しなけれ
ばなりません。Eメールアドレスの情報は、納税の詳細を正しい対象者から取得していることを検証するプロセスの一部
に使用されます。入力するEメールアドレスは完全に一致していなければならず、大文字と小文字を区別する必要があり
ます。   3. すべての必須入力項目を完了していない可能性があります。   4. 画面を、送信ボタンが配置されている一番
下までスクロールしていない可能性があります。

Q： 納税者番号（TIN）を入力したのですが、
 タックスインタビューで有効なTINが入力されていないというメッセージが表示されます。

A：このメッセージが発せられるのは、以下のようないくつかの理由が考えられます。   1. 外国の納税者番号（TIN）を入
力するフィールドに、米国の納税者番号（TIN）が入力されている。   2. その氏名や名称のもとでは、アメリカ合衆国内国
歳入庁（IRS）のデータベースに登録されていない米国の納税者番号（TIN）を入力したため、名前とTINの不一致が生
じている。   3. 米国の納税者番号（TIN）を、ハイフンを含めて入力している。米国の納税者番号（TIN）を入力する際
は、ハイフンを含めないでください。   4. 無効な米国の納税者番号（TIN）を入力している。   5. 過去30日以内に受領し
た米国の納税者番号（TIN）を入力したが、そのTINはまだアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）のデータベースで有効に
なっていない。この場合は、「過去30日以内に米国の納税者番号（TIN）を受領しました」というテキストの横にあるチェッ
クボックスにマークを付けてください。後日検証を行い、インタビューが完了できるようになります。   6. 無効な形式の外
国納税者番号（TIN）を入力している。例えば、納税者番号（TIN）ではなく、VAT番号を入力している場合など。

Q： ゲッティイメージズのオンラインタックスインタビューを完了し、フォームを印刷しました。
 フォームを、ゲッティイメージズに送付する必要はありますか？

A：インタビューの作業時に、電子署名を行うことに同意した場合は、フォームを送付する必要はありません。インタ
ビューの作業時に、電子署名を行うことに同意しなかった場合は、フォームを送付する必要があります。フォームの送付
については、Eメールでお知らせします。このお知らせのEメールに返信する形で、署名したフォームをスキャンしたコ
ピーを送信するか、または郵送で次の宛先にお送りください。

ゲッティイメージズ
宛先：コントリビューターサービス
605 5th Avenue South Suite 400
Seattle WA 98105

Q： ゲッティイメージズ ｜ iStockのオンラインタックスインタビューを完了しましたが、
 インタビューに関する通知が繰り返し送信されてきます。

A：ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントをお持ちではありませんか？ 1つのアカウントの
インタビューを完了したものの、別のアカウントのものが未完了になっている可能性があります。その場合は、それぞれ
のアカウントにサインインして、タックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： 私は、ゲッティイメージズ ｜ iStockに複数のコントリビューターアカウントを持っています。
 １つのタックスインタビューを行えば、すべてのアカウントのインタビューが完了したことになりますか？

A：いいえ。すべてのアカウントのお支払いに対して、米国の税金徴収を低減したい場合は、お手数ですがそれぞれのア
カウントにサインインして、個別にタックスインタビューを完了させる必要があります。

Q： タックスインタビューを完了したのですが、受領を確認するお知らせのEメールが届いていません。

A：インタビューの完了に関しては、改めてEメールでお知らせを送信することはありません。インタビューの最終画面
で、「タックスインタビューが完了しました。あなたが入力したデータは受領されました。さらなる検証が必要になる場合
がありますのでご了承ください。」というメッセージが表示されます。検証によって、さらなる確認が必要になった場合は、
お知らせが送信されます。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、さらなる情報を提出するように通知されました。なぜですか？

A：状況によって、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）から、追加情報または文書を入手するよう要請されることがありま
す。例えば、米国市民・居住者ではないと入力したにもかかわらず、米国内の住所を記入しているような場合は、さらな
る詳細情報を確認する必要が生じることがあります。

Q： タックスインタビューの作業に問題が生じた場合は、どこに問い合わせたらいいですか？

A：タックスインタビューの実施に関する通知、あるいはタックスインタビューへの追加情報の提供に関する通知をEメー
ルで受信された場合は、そのEメールに返信する形であらゆる質問を送付するのが最良の方法です。これにより、コント
リビューターサービスは、その質問が税務関連であることを識別できます。
タックスインタビューの通知をEメールで受信せず、タックスインタビューを始めて行う場合、あるいは税務情報を更新す
る場合は、EメールでContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。件名欄に「タックスインタ
ビュー」であることを明記してください。ご質問に優先的に対応いたします。技術的な問題が生じた場合は、その状況を
示すスクリーンショットと問題の具体的な内容をご提供ください。これにより、常により良い解決が可能になります。

Q： 私は米国と租税条約を締結している国に居住しており、タックスインタビューを完了しました。
 しかし、支払いに対して、想定していた額よりも大きな額が課税されています。なぜですか？

A：これには、以下のような理由が考えられます。   1. 納税者番号（TIN）を提供せずにタックスインタビューを完了した場
合、租税条約による課税控除の便益を受ける資格が生じないことがあります。この場合は、タックスインタビューをもう一
度行い、TINを提供する必要があります。   2. すべての租税条約が米国での課税を免除するわけではなく、条約によっ
ては、徴収税率の低減にとどまるものもあります。
税額控除額が正しくないと思われる場合は、ContributorHelp@gettyimages.comまでお問い合わせください。

Q： タックスインタビューを完了していないにもかかわらず、私への支払い額から納税額が差し引かれています。
 今からタックスインタビューを完了すれば、ゲッティイメージズは税金を還付できますか？

A：いいえ、残念ながらできません。ゲッティイメージズは、お支払い時にファイルに記載されている情報に基づいて、税
金分を差し引くように求められており、合法的に差し引いた税金を払い戻すことはできません。徴収された税金の還付を
求める場合は、税務専門家を交えてアメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）とやり取りを行う必要があります。

Q： タックスインタビューを完了しましたが、
 外国の納税者番号（TIN）または米国の納税者番号（TIN）を入力しませんでした。
 もう一度やり直すことはできますか？

A：はい。タックスインタビューのリンクは、いつでも利用できます。ご自分の税務情報を更新する必要があるときは、こ
のリンクを使用して、新たな情報に基づいてタックスインタビューを完了してください。
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