別添２

マイナンバーカードでできること

・Health Insurance Certificate（2021.3～） 健康保険証
・Obtain a Copy of Your Residence Certificate at Convenience
Stores コンビニでの住民票の写しの取得
・E-File Your Income Tax Returns Online 所得税のオンライン申告
マイナンバーカードの申請方法

Smartphone
① Scan the QR code printed on the
application form with a smartphone
camera.
カメラで交付申請書のQRコードを読み取る。

② Go to the application website and register
your e-mail address.
申請用webサイトにアクセスし、メールアドレスを登録

③Take a photo of your face and register it,
enter details as required.
スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録、必要事
項を入力

Personal computer
①Go to the application website and register
your e-mail address.
申請用WEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録

②Go to the application website through the

link that is sent to your registered e-mail
address and register your face photo taken
by a digital camera.
登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用
WEBサイトにアクセスし、デジタルカメラで撮影した顔写真
を登録

③Enter the remaining application information

as required. その他申請に必要な情報を入力

ID photo booth
① Select “Apply for the Individual Number
Card” from the touch panel and insert
money for the photograph and place the QR
code for the barcode scanner.
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金
を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざ
す。

②Follow the on-screen guidance and enter
necessary items, take an ID photograph and
send.

Mail
①Sign or write your name along with a
personal seal and paste your photo on the
application form.
交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付ける。

②Make sure you have filled in all the required
fields before you post it.
交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入
れて、郵便ポストに投函

画面の案内にしたがい、必要事項を入力し、顔写真を撮影して
送信

Regarding the flow of the application procedure, please see the following:
申請の手続や流れについてはこちらもご覧ください。

Individual Number Card General Information Site マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

If you have extended your period of stay…

在留期間の延長を行った場合・・・ マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です

マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに市区町村
延長の手続を行わないと、カードは失効してしまいます。

の窓口で
Back side

Front side

In the event your period of stay is updated, this information will not automatically be reflected on your Individual Number Card. Please bring
your card to your local municipal office for processing.
If there are changes to information on your card such as your name or address, please bring it to your local municipal office within 14 days.
【To those who will apply】

For those who are expecting to update their residence status or period of stay soon, please apply for your Individual Number Card after the
change has been made.
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既に
お持ちの方はお住まいの市区町村の窓口で手続を行ってください。
なお、「住所」や在留カード上の「氏名」などを変更した場合も、14日以内に市区町村の窓口でマイナンバーに係る手続を行ってください。
【これからマイナンバーカードを申請する方】

在留期間の更新又は在留資格の変更許可申請を近々予定されている方は、マイナンバーカードの申請は、その結果後（在留できる満了日の変更後）に行って
ください。
【Operating Hours】Weekdays 9:30-20:00, Weekends and National Holidays 9:30-17:30 (excluding
year-end and New Year holidays)
※Individual Number Card suspension due to loss or theft is available 24 hours a day, 365 days a year

★My Number Call Center (Toll-free)
マイナンバー総合フリーダイヤル（通話料無料）
( English, Chinese, Korean, Spanish, and Portuguese available)

【受付時間】平日９：30～20：００、土日祝日９：30～１７：３０（年末年始を除く。）
※マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、２４時間３６５日対応

（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応）

■For inquiries regarding the Individual Number Card(including suspension due to loss or theft)
マイナンバーカード（盗難・紛失による一時停止を含む）のお問合せは

★My Number System Homepage

■ For inquiries regarding the My Number System
マイナンバー制度のお問合せは

マイナンバー制度に関するホームページ

ＷＥＢで

https://www.cao.go.jp/bangouseido/

Available in 26 languages including English, Chinese, and Korean
英語、中国語、韓国語のほか、計26か国語で案内しています

