
利用申込書作成時の注意事項

有効期間

ICカード申込枚数

5年版（約 4年10ヵ月:1,765日）、4年版（約 4年1ヵ月:1,490日）、
3年版（約 3年1ヵ月:1,125日）、 2年版（約 2年1ヵ月: 760日）から1種類お選びください。

必要枚数を入力してください。

氏名－漢字

● IC カード申込者の氏名を住民票の記載どおりに入力してください。

　例：  澤田　浩平

氏名－フリガナ
●全角カタカナで入力してください。

　例：  サワダ　コウヘイ
＊外国国籍で、かつ住民票が英字表記の場合、半角英字で入力してください。

●『氏名－フリガナ』をもとにローマ字（ヘボン式）に変換し、『入力情報確認画面』で表示されます。
　【ヘボン式ローマ字一覧表】を参考にしてご確認ください。
●氏名の頭文字は大文字表記となります。

　例：  Sawada　 Kohei

住民票等記載文字 申込書への入力文字

お客さま各位

●住民票に記載されている文字が入力できない場合、必ず事前にヘルプデスクまでご連絡ください。
＊外国国籍で、かつ住民票が英字表記の場合、半角英字で入力してください。

●都道府県をプルダウンで選択し、住民票「住所」欄の記載どおりに、市区町村郡以下から全角
　で入力してください。
●本籍、勤務先住所ではありません。
●住民票に記載されている文字が入力できない場合、必ず事前にヘルプデスクまでご連絡ください。

　例：  〒231-0014　神奈川県　横浜市中区常磐町南2丁目1番1号　帝国マンション７０５

＊『番』『番地』『番地の』は全て区別して入力してください。『大字』『字』も必ず入力してください。

＊住民票に『マンション名』や『方書』の記載がある場合、必ず入力してください。

＊『・』（中点）は省略せずに入力してください。

住民票記載住所
－漢字
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ICカード申込内容

ICカード申込者（名義人）の情報  　住民票の記載どおりに略さずに入力してください。

※ICカードを利用して作成する場合は
　参照不要です。

氏名－ローマ字
（カナ入力後、自動変換されます）
※ICカードを利用して作成する場合は
　参照不要です。

澤　田

濱　野

齋（齊）藤

渡邉（邊）

眞　人

惠　治

澤　田 → ○

濱　野 → ○

齋（齊）藤 → ○

渡邉（邊） → ○

眞　人 → ○

惠　治 → ○

沢　田 → ×

浜　野 → ×

斎（斉）藤 → ×

渡　辺 → ×

真　人 → ×

恵　治 → ×

氏名―フリガナ ローマ字

伊藤（イトウ） Ito → ○ Itou → ×

浩平（コウヘイ） Kohei → ○ Kouhei → ×

昭三（ショウゾウ） Shozo → ○ Shouzou → ×

難波（ナンバ） Namba → ○ Nanba → ×

本間（ホンマ） Homma → ○ Honma → ×

三平（サンペイ） Sampei → ○ Sanpei → ×

※ヘボン式ローマ字では、
「b」「m」「p」の前の「n」は、
「m」になります。

※「オオ」「オウ」の音は「O」
１つで表します。



生年月日 住民票でご確認のうえ、元号をプルダウンで選択し、生年月日を入力してください。
※選択後、元号・入力日付が住民票と一致しているかどうか、再度ご確認ください。

●申込者の住所（自宅）のフリガナを全角カタカナで入力してください。
　例： カナガワ　ヨコハマシ　ナカク　トキワチョウ　ミナミ　2-1-1　テイコクマンション705
＊上記7でチェックをつけた場合のみ入力フォームが表示されます。
＊市区町村郡（シ、ク、チョウ等）は別フィールドのプルダウンで該当するものを選択してください。
＊市区町村郡がつかない場合（例の『ミナミ』等）別フィールドのプルダウンは空白を選択してください。
＊住民票に『マンション名』や『方書』の記載がある場合、必ず入力してください。
＊『・』（中点）は本項目では入力できませんので、省略してください。
＊『○条』の入力について

●電子証明書に自宅住所ローマ字を記載する場合のみチェックしてください。

＊電子証明書発行後に住所の格納有無を変更することはできません。
＊自宅住所ローマ字の格納については、TypeA ホームページ［よくある質問・お問合せ］ー［Q09その他］
　をご参照ください。

住民票記載住所
－フリガナ

住民票記載住所
－格納確認
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氏名－漢字 受取代人が郵便局でICカード（本人限定受取郵便・特例型）受取時に、身分証明書での本人確認が必要となり
ます。お持ちの身分証明書に記載されている氏名を入力してください。

●所属組織の代表者氏名を入力してください。（支店長・営業所長名ではありません。）  例：眞田　太郎

●全角カタカナで入力してください。  例：マサダ　タロウ
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代表者－漢字16

代表者－フリガナ17

住所－漢字 受取代人が郵便局でICカード（本人限定受取郵便・特例型）受取時に、身分証明書での本人確認が必要となり
ます。お持ちの身分証明書に記載されている住所を入力してください。11

商業登記済みチェック 商業登記をしていない場合に限り、チェックを外してください。12

所属組織名－漢字

所属組織名－フリガナ

登記面所在地－漢字
（本店住所）

●法人格を含め、商業登記簿謄本の記載どおりに全角で入力してください。　

　例：  株式会社グリーン・ハウス
＊支店・営業所名等は入力しないでください。　＊『・』（中点）は省略せずに入力してください。

●法人格を含めず、全角カタカナで入力してください。

　例：  グリーンハウス
＊『・』（中点）は本項目では入力できませんので、省略してください。

●都道府県をプルダウンで選択し、商業登記簿謄本の本店所在地を、市区町村郡以下から全角で入力してください。

　例： 大阪府　大阪市西区靭本町一丁目６番１８号
＊『番』『番地』『番地の』は全て区別して入力してください。『大字』『字』も必ず入力してください。
＊商業登記簿謄本の本店欄にビル名の記載がある場合、必ず入力してください。
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ICカード申込者（名義人）が所属する企業の情報　 商業登記簿謄本の記載どおりに略さずに入力してください。

ご連絡先・ご請求先

ICカード受取代人の情報 

※上記 7でチェックをつけた場合のみ

→『北１条』等の住所表記は『キタ１ジョウ』と入力し、別フィールド  
　のプルダウンは空白を選択してください。

『受取代人』を設定されますと、ICカード（本人限定受取郵便・特例型）を名義人と受取代人のどちらの方でも
お受取が可能となります。任意ですが、ご登録をおすすめいたします。

※ご登録いただいた場合も ICカード到着のお知らせ（本人限定受取郵便・特例型）、PIN（書留郵便）は名義人の住民票記載の自宅住所宛に送付されますのでご注意ください。

※ICカードを利用して作成する場合は
　参照不要です。

※ICカードを利用して作成する場合は
　参照不要です。

弊社からのお知らせや、お申込み書類に不備があった場合のご連絡先、また ICカード料金のご請求先となります。
ICカードの名義人と同一企業のご担当部門、ご担当者様を入力してください。



利用申込

画面見本
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n(m)owa

ン.ヲ.ワ

rorerurira

ロ・ロウレルリラ

yoyuya

ヨ・ヨウ.ユ・ユウ.ヤ

momemumima

モ･モウメムミマ

hohefuhiha

ホ･ホウヘフヒハ

nonenunina

ノ･ノウネヌニナ

totetsuchita

ト･トウテツチタ

sosesushisa

ソ･ソウセスシサ

kokekukika

コ・コウケクキカ

oeuia

オ・オウエウイア

pyopyupya

ピョ・ピョウ・ピョオピュ・ピュウピャ・ピャア

byobyubya

ビョ・ビョウ・ビョオビュ・ビュウビャ・ビャア

hyohyuhya

ヒョ・ヒョウ・ヒョオヒュ・ヒュウヒャ・ヒャア

gyogyugya

ギョ･ギョウ・ギョオギュ･ギュウギャ・ギャア

ryoryurya

リョ・リョウ・リョオリュ・リュウリャ・リャア

myomyumya

ミョ・ミョウ・ミョオミュ・ミュウミャ・ミャア

nyonyunya

ニョ・ニョウ・ニョオニュ･ニュウニャ・ニャア

chochucha

チョ･チョウ・チョオチュ･チュウチャ・チャア

jojuja

ジョ･ジョウ・ジョオジュ･ジュウジャ・ジャア

shoshusha

ショ･ショウ・ショオシュ･シュウシャ・シャア

kyokyukya

キョ･キョウ・キョオキュ･キュウキャ・キャア

popepupipa

ポ・ポウペプピパ

bobebubiba

ボ・ボウベブビバ

dodezujida

ド・ドウデヅヂダ

zozezujiza

ゾ・ゾウゼズジザ

gogegugiga

ゴ・ゴウゲグギガ

ヘボン式ローマ字一覧表

vovevuviva

ヴォヴェヴヴィヴァ

wi

....ウィ

fofefufifa

フォフェフゥフィファ

dutu

..ドゥ.トゥ

dyududi

デュ.デゥ.ディ

tyututi

テュ.テゥ.ティ

【ご注意点】
１．撥音

ヘボン式ではB・M・P の前にNの代わりにMをおく
難波（ナンバ）→ Namba 本間（ホンマ）→ Homma
三平（サンペイ）→ Sampei

２．促音・子音を重ねて示す
服部（ハットリ）→ Hattori 吉川（キッカワ）→ Kikkawa
※ただし、チ（chi）、チャ（cha）、チュ（chu）、チョ（cho）音に限り
その前に 「T」を加える
発地（ホッチ）→ Hotchi 八丁堀（ハッチョウボリ）→ Hatchobori

３．長音表記
■人名の「オウ」又は「オオ」は 「OH」による長音表記もできる
河野（コウノ）→ Kono Kohno 大野（オオノ）→ Ono Ohno
加藤（カトウ）→ Kato Katoh 洋子（ヨウコ）→ Yoko Yohko
大河内（オオコウチ）→ Okochi Ohkohchi
■外来語などの長音「ー」は不要
センター → Senta タワー → Tawa ガーデン→ gaden

４．間違えやすい表記
ヘボン式ローマ字について、一覧表の赤字のものは
特にご注意ください。


