
マイナンバーカード

デジタル社会のパスポート

2021年3月発刊

お問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー

0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。
平日：9時30分～20時00分　土日祝：9時30分～17時30分

マイナンバーカードが
健康保険証に！※

※事前に利用申込が必要です。
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必要事項
入力 完了！

送信

申請が完了した旨の
メールが届いたら
手続き完了です！

マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを使って、マイナポイントの申込みを行い、
選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があり、

2万円の利用で上限5,000円分のポイントがもらえます。

マイナポイントの利用は安心・安全です！
● マイナポイントの予約・申込にはマイナンバーカードの
「電子証明書」を使うので、なりすましなどの悪用は困難です。
● 国が買い物履歴を収集・保有することはできません。

スマートフォン・パソコンでの申請方法

画面の案内にしたがって、
必要事項を入力し送信

登録したメールアドレス
宛に届く申請者専用WEB
サイトにアクセスし、顔写
真を登録

交付申請書に記載のQR
コードを読み取り、申請用
WEBサイトにアクセスして
メールアドレスを登録※
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申請後
マイナンバーカード受取の際に設定する「数
字4桁のパスワード」は、マイナポイント予約・
申込で必要です。
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交付通知書に記載の必要書類を持参して、
市区町村の交付窓口に
マイナンバーカードを受け取りに行きましょう！
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市区町村から
「交付通知書」が届きます。
(申請から約1か月後)

まだ、もっていない方

マイナポイント事業をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
マイナポイントの予約・申込のサポートは、マイナポイント事業ホームページ記載の「マイナポイント手続スポット」でお受けください。

最新の情報はマイナポイント事業
ホームページをご覧ください！
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んを目印に、対応の証
明用写真機で手続しま
しょう

こ
の
証
明
用
写
真
機
で

申
請
ま
で
完
了
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

2021年4月末までに

Open!

オンライン申請が便利です

※パソコンの場合は申請用WEBサイトにアクセスし、申請書IDの入力も必要です。

あらゆる手続をこの1枚で
暮らしをベンリに、　　

　　　　　   行政をスマートに。

●マイナンバーカードの受取に際しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お住まいの地方公共団体が発信する情報に十分ご留意の上、混雑を避けた上でご来庁いただきますようお願いします。

マイナンバーカード総
合サイトからも手書き
用の交付申請書と封筒
をダウンロードできます

マイナンバーカード総合サイト
▼ 付与率

25%

マイナンバーカードを
申請すると
マイナポイントがもらえる！

お好きな
キャッシュレス
決済で使える！

マイナンバーカードをお持ちでない方へ
QRコード付き交付申請書を送付しました！

お家でスマホで
カンタン申請！

※マイナンバーカードの申請期限が「3月末まで」から「4月末まで」に変更となりました。



●いつまでにマイナンバーカードを申請すれば、マイナポイントがもらえるの？
2021年4月末までにマイナンバーカードを申請した方はマイナポイントをもらうことができます。
カード受取後、マイナポイントの申込みを行い、2021年9月末までのチャージまたはお買い物が対象です。

対象期間

いよいよここから「申込」！

予約・申込

●申込時に必要な決済サービスID・セキュリティコードってなに？

※この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。

15歳未満の未成年者については、法定代理人（父・母などの親権者等）が
マイナポイントの予約・申込手続を行うことができます。
また、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスで申し込むことができます。

●子どももマイナンバーカードを持っているけど、マイナポイントをもらえるの？

対象となる決済サービスは、マイナポイント事業ホームページでご確認ください。
●どの決済サービスで申し込めるの？

ポイントを受け取るキャッシュレス決済サービスを選択する際に必要な情報のことで、

入力する情報は決済サービスごとに異なります。

なお、マイナポイントは、利用規約上、ご本人が、ご本人名義のキャッシュレス決済サービスで申し込む必要があります。
決済サービスはおひとつだけ選択していただきますが、申込み後に決済サービスを変更することはできません。

▼プリペイドカード／クレジットカードの場合（例）

カード表面 カード裏面

決済
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ID

セキュリティ
コード

▼ アプリの場合（例）

決済
サービス
ID

支払い画面 等 アカウント画面 等

セキュリティ
コード

▼ オンラインサービス上で確認する場合（例）

ポイント交換番号が
該当する場合（例）

アカウントのID・PASSWORD
・生年月日が該当する場合（例）

決済
サービス
ID

決済
サービス
ID

セキュリティ
コード1

セキュリティ
コード2

●申込みが完了したかどうかは、どうやってわかるの？
申込状況の完了確認は、マイナポイントアプリまたはマイナポイント予約・
申込サイトでできます。
＜スマートフォンの場合＞

マイナポイントアプリを起動し、「予約・申込状況の確認」をタッチ、
マイナンバーカードとパスワード（数字４桁）を使ってログインし確認を行うことができます。

申込後 申込状況が「申込済」に
なれば、申込完了しています。

●ポイントが付与されたかどうかは、どうやってわかるの？
申し込んだ決済サービスのアプリやホームページの会員ページなどでご確認いただくことができます。
マイナポイントアプリやマイナポイント予約・申込サイトでは確認できません。

ポイント付与について

すでに、もっている方
マイナンバーカードを

マイナポイントは選んだ決済サービスのポイントとして、付与されます。
マイナポイント申込で決済サービスを1つ選択しましょう。

準備するもの ●マイナンバーカードの申請時or
　受取時にご自身で設定した数字4桁のパスワード●マイナンバーカード

マイナポイントの申込手順（スマートフォン）※パソコンからも同様の手順で申込ができます。

申込の前にまずは「予約」を！

パスワードの入力を３回連続で間違えてしまうと、
住民票のある市区町村窓口で、再設定を行う必要がありますので、
ご注意ください。

マイナンバーカードの申請時or受取時に
ご自身で設定した「数字4桁のパスワード」を入力

OKキャンセル

パスワード入力

パスワード
入力後、

次へ進む をタップします。
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スマートフォンの下へマイナンバーカードをセットし、カードを読み取り

発行読み取りを完了させ をタップします。マイナンバーカード
をかざしてください。

カードのかざし方は機種に
よって異なります。

3

「マイナポイントアプリ」をダウンロード1

マイナポイントアプリを起動し、

をタップします。マイナポイントの予約
（マイキーIDの発行）

ダウンロードはこちらから！

1 対象の決済サービスを検索 2 お好きな決済サービスを
1つ選択し、利用規約を確認

3 申込情報を入力

「決済サービスID（必須）」「セキュリティコード（必須）」
「電話番号（下4桁）（任意）」を入力します。※

タップ

入力
入力

※電話番号欄にご自身の電話番号下４桁を入力いただくことで、
コールセンターへの問合せにより、マイナポイントの申込状況に
ついて確認いただくことが可能となります。

入力

タップ

4 パスワードを入力

数字４桁のパスワードを入力して、
マイナンバーカードを読み取ります。
（上記の予約　　 と同様）2 3

一度申し込んだ決済サービスを
変更することはできませんので
申込内容をよくご確認の上、
お申し込みください。

5 申込情報を確認 マイナポイント申込完了！

申込完了画面から、マイナンバーカードの
健康保険証利用の申込もあわせてできます。

スマートフォンでマイナンバーカードを読みとるコツ

カードのセット位置は機
種によって異なります。
詳しくは左のQRコード
からご確認ください。

Android iPhone

● 読み取りの間は、マイナンバーカードをぴったりあててください。
● スマートフォンのカバー類は外してください。
● 読み取り作業は、金属製の机の上でしないでください。
● NFC機能はオンにしてください（Androidの場合）。

マイナポイント手続スポット

一部、対応していない市区町村や店舗もあります。

スマートフォン パソコン

マイナポイント予約・申込サイトマイナポイントアプリ
■市区町村窓口 ■KDDI（auショップ）
■NTTドコモ（ドコモショップ）
■イオングループ
（総合スーパー（GMS）、一部の食品スーパー（SM））

■ソフトバンク
（ソフトバンクショップ/ワイモバイルショップ）

■セブン銀行（ＡＴＭ）
■ビックカメラ ■みずほ銀行
■ヤマダ電機 ■郵便局
■ローソン（マルチコピー機）

お近くの手続スポット
を探しましょう！

カードリーダー
+

をダウンロード

● マイナポイントアプリ対応
のスマートフォン機種は
右のQRコードからご確認
ください。

● 「マイキーID作成・登録準備ソフト」をイ
ンストールしてください。

● マイナンバーカードに対応したカード
リーダーが必要です。

マイナポイント予約・申込サイト

を検索

24時間予約・申込可能です！

いつもの
お買い物でご利用
いただけます。

よくあるご質問について
教えてマイナちゃん！

右ページで手順を確認
してみましょう！

※マイナンバーカードの申請期限が「3月末まで」から「4月末まで」に変更となりました。

2020年9月1日～
2021年9月30日

チャージorお買い物で

ポイントをGET！
選んだ決済サービスの

● 申込前のチャージ又はお買い物については、マイナポイントは付与されません。　● マイナポイントの予約によりマイキーIDが設定されます（既にマイキーIDを設定した方はマイナポイント予約済です）。
● QRコードは（株）デンソーウェーブの商標登録です。


