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1. はじめに 
本マニュアルは希望番号申込を行う方向けに提供している希望番号申込書作成ツールの各種操作手順

を示したものです。 
1.1 推奨環境 

本ツールを使用するための推奨環境は以下の通りです。 

 
1.2 概要 

本ツールは、希望ナンバー予約センター窓口にて希望番号を申し込む際に必要な「希望番号申込書」

を作成するために使用します。 
本ツールを用いた希望番号申込の流れについては、下図をご参照ください。 

 
  

推奨環境項目 推奨環境内容 
対応 OS WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8.1、

Windows10 
空き容量 10MB 以上 
プリンタ インクジェット方式、レーザー方式 
出力用紙 普通紙 A4 サイズ。※縮小、両面印刷不可。 
Microsoft .NET Framework 「Microsoft .NET Framework 2.0」または 

「Microsoft .NET Framework 3.5」または 
「Microsoft .NET Framework 4.5」または 
「Microsoft .NET Framework 4.6」または 
「Microsoft .NET Framework 4.7」 
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2. 希望番号申込書作成ツールインストール／アンインストール 
2.1 希望番号申込書作成ツールインストール 

①希望番号申込書作成ツールインストーラ「setup」（または「setup.exe」）を起動します。 

 
※ユーザアカウント制御の設定が「通知する」の設定の場合、 
ユーザアカウント制御のダイアログが表示されますので、「はい」を押下します。 
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②「次へ」ボタンを押下します。 

 
③「使用許諾契約の条項に同意します」を選択します。 
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④「次へ」ボタンを押下します。 

 

⑤インストール先のフォルダを選択し、「次へ」ボタンを押下します。 

※初期値が設定されているので、問題なければそのまま「次へ」ボタンを押下します。 

 
⑥「インストール」ボタンを押下します。 

  



希望番号申込書作成ツール（一般ユーザ用） 操作マニュアル 
 

 

 
Copyright © 2019 NTT DATA i CORPORATION 

６ 

インストール中 

 
⑦「完了」ボタンを押下します。 
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希望番号申込書作成ツールが 
インストールされる 

デスクトップにショートカットの 
アイコンが作られる 
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2.2 希望番号申込書作成ツールアンインストール 
①スタートメニューから「設定」画面を開きます。 

 
②設定画面の「アプリ」を選択します。 
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③希望番号申込書作成ツールの「アンインストール」ボタンを押下します。 

 
④確認メッセージが表示されるので、「アンインストール」ボタンを押下します。 

 
⑤アンインストールが開始します。 

 
  



希望番号申込書作成ツール（一般ユーザ用） 操作マニュアル 
 

 

 
Copyright © 2019 NTT DATA i CORPORATION 

１０ 

2.3 希望番号申込書作成ツール（インストール・アンインストール）のキャンセル 
①インストール操作時に、「キャンセル」ボタンを押下します。 

 
 

※キャンセルする場合、「はい」ボタンを押下します。（「いいえ」で元の画面に戻ります。） 

 
②「完了」ボタンを押下します。 
インストール（またはアンインストール）のキャンセルが完了します。 
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3. 希望番号申込書作成 
3.1 希望番号申込書作成ツール起動 

メインメニュー画面が表示されます。 

 
ボタン説明 

No ボタン名 ボタン操作内容 
1 「希望番号申込書作成」ボタン 希望番号申込書の印刷、入力した内容の一時保存等を行

う。（3.2 希望番号申込書作成 参照） 
2 「ファイル取込」ボタン 一時保存したファイルの取込を行う。（4. ファイル取込 

参照） 
3 「入力項目メンテナンス」ボタン 希望番号申込書作成画面において、初期表示する項目を

設定する。（5. 入力項目メンテナンス 参照） 
4 「終了」ボタン 希望番号申込書作成ツールを終了する。 

 
  

4 

2 

3 

1 
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3.2 希望番号申込書作成 
希望番号申込書の印刷、作成した内容の一時保存等を行います。 

 
ボタン説明 

No ボタン名 ボタン操作内容 
1 「寄付金について」ボタン 寄付金に関する承諾事項を表示する。 
2 「設定」ボタン 入力した申込内容を画面下の申込一覧に追加する。 

3 「削除」ボタン 申込一覧の申込を削除する。（修正ボタン押下時に押下可能） 

4 「キャンセル」ボタン 申込一覧の修正ボタンを押下した修正モードをキャンセルする。 
（修正ボタン押下時に押下可能） 

5 「一時保存」ボタン 申込一覧の内容を希望番号申込書作成一時保存ファイルとして

保存する。 

6 「申込書印刷」ボタン 申込一覧の希望番号申込書を印刷する。 

7 「修正」ボタン 申込一覧の申込の修正を行う。（設定ボタン押下後に表示） 

8 「戻る」ボタン メインメニュー画面に戻る。 

 
※「自動車検査証に記載されている登録番号・車両番号」の標板地名、「標板地名」の選択候補、「申

込者の氏名又は名称」、「申込者の電話番号」の初期値は、メインメニュー画面の入力項目メンテナン

スボタンから設定できます。（5. 入力項目メンテナンス 参照） 
 
  

8 

1 
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7 
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3.2.1 申込内容入力 
申込内容を入力し、「設定」ボタン押下します。 

 
※車台番号が職権打刻の車両の場合、車台番号欄には漢字やカッコを除いて入力する。 
 入力例）東[11]12345 東 の場合、車台番号欄には 1112345 を入力する。 
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3.2.2 申込一覧追加 
「設定」ボタン押下で入力した申込内容を画面下の申込一覧に追加します。これを申込件数分繰り

返します。最大 1000 件まで一覧に追加することができます。 

 
  

「申込者の氏名又は名称」、「申込者の電話

番号」は前回入力内容を引き継ぐ 

一覧に追加される 
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3.2.3 申込内容修正 
修正する申込の「修正」ボタンを押下します。 

「修正」ボタンを押下した申込内容が画面上部に表示され、「削除」ボタン、「キャンセル」ボ

タンが押下可能となります。 
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修正内容を入力し「設定」ボタンを押下します。 

 
  

修正した内容が一覧に反映される 

修正 
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3.2.4 申込内容削除 
削除する申込の「修正」ボタンを押下します。 

 
申込内容を削除する場合は、「削除」ボタンを押下します。 
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削除した申込が一覧より削除される 
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3.2.5 キャンセル 
修正をキャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押下します。 

 
修正がキャンセルされ、新規申込内容を入力する状態に戻ります。 

修正中の表示が消える 
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3.2.6 一時保存 
「一時保存」ボタンを押下し、申込一覧の情報を希望番号申込書作成一時保存ファイルに保存しま

す。次回起動時に保存したファイルを取り込み、一時保存した状態から希望番号申込書作成を行うこ

とができます。（4. ファイル取込 参照） 

 
「一時保存」ボタンを押下すると、ファイル保存ダイアログが表示されます。 
保存するフォルダを選択し「保存」ボタンを押下します。 
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3.2.7 希望番号申込書印刷 
「申込書印刷」ボタン押下で、申込一覧の内容をすべて希望番号申込書に印刷します。 

（※印刷後、入力した内容はすべてクリアされますので、必要に応じて印刷する前に一時保存を行

ってください。） 
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(1) 承諾確認 
注意事項を確認し、承諾いただける場合は、「承諾する」ボタンを押下します。 

  
ボタン説明 

No ボタン名 ボタン操作内容 
1 「承諾しない」ボタン 希望番号申込書作成画面に戻る。 
2 「承諾する」ボタン 印刷ダイアログを表示する。 

 
  

1 2 
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(2) 印刷 
「承諾する」ボタン押下で印刷ダイアログが表示されます。印刷するプリンタを選択し、「印刷」

ボタンを押下します。「印刷」ボタン押下で申込一覧の「希望番号申込書」が出力されます。 
 

希望番号申込書 
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印刷終了後、申込一覧がクリアされ、希望番号申込書作成画面が表示されます。 
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4. ファイル取込 
4.1 ファイル取込 

希望番号申込書作成一時保存ファイル（enc）または、希望番号申込ファイル（enc、csv）の取り込み

を行います。 
メインメニュー画面の「ファイル取込」ボタンを押下します。 
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ファイル選択ダイアログが表示されます。取り込みを行うファイルを指定して「開く」ボタンを押下

します。 

 
取り込んだファイルの内容が申込一覧に表示されます。 

  

一時保存ファイルをの内容が表示される 

一時保存ファイルを選択 
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5. 入力項目メンテナンス 
5.1 入力項目メンテナンス 

「標板地名」選択候補、「申込者の氏名又は名称」、「申込者の電話番号」の初期値を設定します。 
メインメニュー画面の「入力項目メンテナンス」ボタンを押下します。 
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入力項目メンテナンス画面が表示されます。 

 
標板地名の選択候補、その他の項目は初期値を入力し、「OK」ボタンを押下します。 
押下後はメインメニュー画面に戻ります。  
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「希望番号申込書作成」ボタンを押下し、希望番号申込書作成画面を表示します。 
 
  

入力した値が初期値として表示されます。 



希望番号申込書作成ツール（一般ユーザ用） 操作マニュアル 
 

 

 
Copyright © 2019 NTT DATA i CORPORATION 

３０ 

 

※入力項目メンテナンスで設定した内容は、次回希望番号申込書作成ツール起動時も有効となります。 
 
 

入力した値が選択候補として表示されます。

選択候補にない標板地名を直接入力する 
ことも可能です。 

入力した値が選択候補として表示されます。

選択候補にない標板地名を直接入力する 
ことも可能です。 
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6. 主なメッセージと対処法 
6.1 希望番号申込書作成画面 

「設定」ボタン押下時メッセージ 
メッセージ 確認内容 

「車台番号」が正しくありません。 自動車検査証等に記載されている車台番号と、入力内容

を確認してください。 

以下の内容は設定できません。 

・3 文字以下で数字のみ 

・空白が含まれている 

（文字の前後も確認してください） 

 

車台番号が職権打刻の車両の場合、車台番号欄には漢字

やカッコは除いて入力してください。 
 入力例）東[11]12345 東 → 1112345 
 

「使用者の氏名又は名称」が正しくありませ

ん。 

1 文字目が空白でないことを確認してください。 

「自動車検査証に記載されている登録番

号・車両番号」が正しくありません。 

自動車検査証等に記載されている登録番号・車両番号

と、入力した内容が正しいことを確認してください。 

以下の内容は設定できません。 

・各項目に空白が含まれている 

・「標板地名」に半角文字が含まれている 

・「分類番号」に半角数字または半角英字（大文字）以

外の文字が含まれている 

・「かな文字」に全角文字以外の文字が含まれている 

・「一連指定番号」に半角数字以外が含まれている 

 

「自動車検査証に記載されている登録番

号・車両番号」は全て入力してください。 

「自動車検査証に記載されている登録番号・車両番号」

を入力する場合は「標板地名」、「分類番号」、「かな

文字」、「一連指定番号」全てを入力してください。 

申込件数が 1000件を超えています。 一度に入力できる最大申込件数は 1,000 件までです。

1,000 件を超える場合、複数回に分けて作成してくださ

い。 

 
「一時保存」ボタン押下時メッセージ 

メッセージ 確認内容 
一時保存ファイル作成でエラーが発生しま

した。 
動作環境を確認してください。 
（1.1 推奨環境 参照） 

希望番号申込書作成でエラーが発生しまし

た。 
動作環境を確認してください。 
（1.1 推奨環境 参照） 

 
 
6.2 承諾画面 

「承諾する」ボタン押下時メッセージ 
メッセージ 確認内容 

印刷処理でエラーが発生しました。 動作環境を確認してください。 
（1.1 推奨環境 参照） 
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6.3 メインメニュー画面（ファイル取込） 
「ファイル取込」ボタン押下⇒「開く」ボタン押下時メッセージ 

メッセージ 確認内容 
「ファイル拡張子」が正しくありません。 ファイルの拡張子が「.enc」または「.csv」であること

を確認してください。 
 
例： 
・希望番号申込書作成一時保存ファイル 
_YYYYMMDD_hhmmss.enc 
・希望番号申込ファイル 
_YYYYMMDD_hhmmss.csv 

ファイル復号化でエラーが発生しました。 取り込むファイルの暗号化形式が正しくありません。 
正しい形式で再度ファイルを作成してください。 

「バージョン」が正しくありません。 当バージョンの希望番号申込書作成一時保存ファイル

ではありません。 
当バージョンで作成した希望番号申込書作成一時保存

ファイルを指定してください。 
 

 
6.4 入力項目メンテナンス画面 

「OK」ボタン押下時メッセージ 
メッセージ 確認内容 

初期値保存ファイルの書き込みでエラーが

発生しました。 
動作環境を確認してください。 
（1.1 推奨環境 参照） 
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7. 希望番号申込ファイル 
7.1 ファイルレイアウト 

「希望番号システム 希望番号申込ファイル仕様」参照 
 
 
8. ＦＡＱ 
8.1 インストールが途中で中断してしまう場合 

インストールの進行途中で、「Windows セキュリティの警告」という警告ダイアログが表示され処理

が中断してしまうことがあります。 
 
メッセージ： 
問題を引き起こす可能性のあるファイルが見つかりました。 
コンピューターを保護するため、このファイルへのアクセスがブロックされています。 
 
対処法： 
①対象ファイル上で右クリックし、プロパティを選択します。 
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②全般タブのセキュリティで「許可する」を押下しチェックを入れます。 

 
③「OK」ボタンを押下します。 

 
④再度、インストールを実行します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※本製品、マニュアル等に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標また

は商標です。 



「希望番号システム 希望番号申込ファイル仕様」-ファイル形式
[凡例] Ｎ：全角文字、X：半角文字、９：全角数字

9：半角数字、△：全角スペース、▲：半角スペース、↓：改行

項番 グループ 印刷項目 固／可 桁数 文字種 フォーマット 必須 備考
1 ヘッダ部 帳票ID 固定長 3 半角文字 X99 ● 「A41」固定
2 バージョン 固定長 4 半角文字 XXXX ● 「3」固定
3 ディーラコード 固定長 6 半角数字 999999 値を設定しない。

4 件数 可変長 4 半角数字 ZZZ9 ● データ部の件数を設定。

※希望番号申込書作成ツール
（一般用）用取込ファイルの場合
１ファイルでの最大申込件数は、1000件まで。

5 ステータス 固定長 1 半角数字 9 ● 「0：未処理」を設定。

6 実施端末ID 固定長 2 半角数字 99 値を設定しない。

7 実施日時 固定長 20 半角日時 YYYY/MM/DD HH:MM:SSS 値を設定しない。

8 データ部
×ｎ件

レコード番号 固定長 4 半角数字 9999 ● ファイル内レコード番号
1000に満たない場合、ゼロパディングにて設定

9 自動車種別区分 固定長 1 半角数字 9 ● 1：登録自動車
2：軽自動車

10 車種分類コード 固定長 1 半角数字 9 ● 自動車種別区分が「登録自動車」の場合
　1：普通貨物
　2：普通乗合
　3：普通乗用
　4：小型貨物
　5：小型乗用
　8：特種自動車
　9：大型特殊
　0：大型特殊（建設機械）
自動車種別区分が「軽自動車」の場合
　4：軽貨物
　5：軽乗用
　8：軽特種

11 用途区分 固定長 1 半角数字 9 ● 1：自家用
2：事業用
3：貸渡（レンタカー）
4：よ（駐留軍）
6：EHKM（駐留軍）
7：Y（駐留軍）
※自動車種別区分が「軽自動車」の場合は「1：自家
用」指定可能

12 標板種類区分 固定長 1 半角文字 X ● 1：ペイント
2：字光式
E：地方版寄付あり図柄
F：地方版寄付なし図柄
G：全国版寄付あり図柄
H：全国版寄付なし図柄
I：大阪・関西万博寄付あり図柄
J：大阪・関西万博寄付なし図柄

ファイル

ファイル形式　：CSVファイル
項目間区切り　：カンマ（,）
レコード区切り：CRLF（キャリッジリターン＋ラインフィード）
文字コード　　：UTF-8
全角文字範囲　：第一水準および第二水準を対象とする
※必須列が「　」（空白）の項目について値を設定しない場合は固／可が「固定長」または「可変長」の何れの場合も空文字列(0文字の文字列)にする。

希望番号申込ファイル
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「希望番号システム 希望番号申込ファイル仕様」-ファイル形式
[凡例] Ｎ：全角文字、X：半角文字、９：全角数字

9：半角数字、△：全角スペース、▲：半角スペース、↓：改行

項番 グループ 印刷項目 固／可 桁数 文字種 フォーマット 必須 備考
13 データ部

×ｎ件
標板大小枚数区分 固定長 1 半角数字 9 ● 1：大型１枚

2：大型２枚
3：中型１枚
4：中型２枚

14 希望番号 可変長 4 半角数字 ZZZ9 ●
15 車台番号 可変長 23 半角文字 X(23) ● 車台番号が職権打刻の車両の場合、車台番号欄には漢字

やカッコは除いて入力する。

入力例）東[11]12345東　→　1112345

16 使用者氏名 可変長 30 全角 Ｎ(30) ● 登録する車両の使用者の氏名又は名称を設定

17 標板地名 可変長 4 全角 ＮＮＮＮ ●
18 使用の本拠の位置 可変長 15 全角 Ｎ(15) ● 登録する車両の使用の本拠の位置の都道府県＋市郡区を

設定

19 旧標板地名 可変長 4 全角 ＮＮＮＮ 新車新規以外の車両に対する申込の場合、現在の登録ま
たは車両番号の標板地名を設定

20 旧分類番号 固定長 3 半角文字 XXX 新車新規以外の車両に対する申込の場合、現在の登録ま
たは車両番号の分類番号を設定

21 旧かな文字 固定長 1 全角 Ｎ 新車新規以外の車両に対する申込の場合、現在の登録ま
たは車両番号のかな文字を設定

22 旧一連指定番号 可変長 4 半角数字 ZZZ9 新車新規以外の車両に対する申込の場合、現在の登録ま
たは車両番号の一連指定番号を設定

23 申込者氏名 可変長 30 全角 ＮＮ…ＮＮ(30) ●

24 連絡先電話番号 可変長 20 半角文字 X(20) ●

25 ＯＳＳ限定申込区分 固定長 1 半角数字 9 ● 0：対象外

26 寄付金 可変長 7 半角数字 ZZZZZZ9 申込と合わせて寄付を行う時は必須。
寄付金は1,000円から1,000,000円の範囲で100円単位で
設定。

27 寄付者の氏名又は名称 可変長 30 全角 ＮＮ…ＮＮ(30) 申込と合わせて寄付を行う時、もしくは、先に寄付金管
理団体に寄付した権利にて図柄ナンバーを申し込む場合
は必須。

28 寄付者住所(郵便番号) 固定長 7 半角数字 9999999 申込と合わせて寄付を行う時は必須。

29 寄付者住所 可変長 100 全角 ＮＮ…ＮＮ(100) 申込と合わせて寄付を行う時は必須。

30 寄付先区分 固定長 1 半角数字 9 申込と併せて寄付を行う時は必須。
3：地方版図柄入りナンバー導入地域
4：日本を元気にする取組み
5：大阪・関西万博に対する支援事業

31 寄付金受領証明書番号 固定長 10 半角数字 9999999999 先に寄付金管理団体に寄付した権利にて図柄ナンバーを
申し込む場合は必須。

32 使用不可1 固定長 3 半角文字 XXX ファイル作成時においては、値を設定しない。

33 使用不可2 固定長 1 全角 Ｎ ファイル作成時においては、値を設定しない。

34 連絡先メールアドレス 可変長 50 半角文字 XX…XX(50) 交付期限確認メールの送信を希望する場合、値を設定す
る。

35 予備4 可変長 0 半角文字 値を設定しない。
※今後の拡張のために確保

36 予備5 可変長 0 半角文字 値を設定しない。
※今後の拡張のために確保

37 申込結果 固定長 1 半角数字 9 ● 「0：未処理（申込時）」を設定。
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「希望番号システム 希望番号申込ファイル仕様」-ファイル形式

注意事項

【寄付関連情報について】

　図柄ナンバー申込と併せて寄付を行う場合、項番26～30の設定が必要。設定された情報は寄付金受領証明書に印字される。
　この場合、項番31は設定不可。

　先に寄付金管理団体に寄付した権利にて図柄ナンバーを申し込む場合は、
　寄付金管理団体が発行した寄付金受領証明書に記載されている寄付者の氏名または名称を項番27に、
　同じく寄付金受領証明書に記載されている寄付金受領証明書番号を項番31に設定する。
　この場合、項番26、28、29、30は設定不可。
　寄付先は希望番号システムで申込を行った際に自動で判定され、寄付金受領証明書にも記載されている、
　寄付金管理団体で事前に申込んだ際に選択した寄付先になる。

【寄付先区分と標板種類区分の相関について】

　寄付する際の寄付先によって、以下の標板種類も選択可能となる、

　寄付先区分が[3：地方版図柄入りナンバー導入地域]の場合に選択可能な標板種類区分
　[E：地方版寄付あり図柄]

　寄付先区分が[4：日本を元気にする取組み]の場合に選択可能な標板種類区分
　[G：全国版寄付あり図柄]

　寄付先区分が[5：大阪・関西万博に対する支援事業]の場合に選択可能な標板種類区分
　[I：大阪・関西万博寄付あり図柄]

　上記以外の標板種類については寄付の有無や寄付先に関わらず選択可能。
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