．．．．．．．．．．
◆

ご利用の場合は、事前にお電話での受付が必要です。

希望番号送付予約業務のご案内

(シート式用) 必ずお読みください

(当センターで予約できるナンバー は、札幌管轄｢１｣,｢２｣,｢３｣,｢４｣,｢５｣ナンバー自家用登録車のプレートに限ります)

１． 以下のものが同送されています。ご確認下さい。
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

希望番号送付予約業務のご案内 (今お読みになっているペーパーです)
FAX 送付予約業務希望ナンバープレート取得までのながれ(シート式用)
ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを使用される皆様へ
希望番号申込の手引(シート式用)
希望番号申込書(シート式登録車送付用) (様式５)
送付予約業務申込書(シート式用) (様式６)

２． ご案内及び手引 等をよく読み、デザイン(図柄等 )を確認の上､自動車検査証(=車検証)等、 自動車の
情報がわかるものを用意、希望番号申込書に間違いのないよう鉛筆にて楷書で丁寧に記入して下
さい。
３． 郵送でお申込の方は、同封の返信用封筒に切手を貼り、申込書及び必要書類を返送して下さい。
(かかる送料はすべて実費お客様負担となります)

ＦＡＸでお申込の方は、受付時間内に確実に送受信可能な状況であることをご確認の上､申込書等
をＦＡＸして下さい。又、同時に交付手数料(プレート代)､事務手数料､寄付金(寄付を行う方のみ)､送付
費用(返送ご希望の方)を合算の上、送金して下さい。（送金方法は別紙）
４． 希望番号申込書等の必要書類が当予約センターに届き、入金の確認が出来次第、予約を行います。
銀行振込みの取り扱いは手続きをした金融機関により異なるため､入金確認は午後３時現在と
させていただきます｡(抽選対象番号の場合は受付をし、当選後予約を行います)
（抽選番号、一般希望番号にかかわらず）申込書が到着していても入金の確認がとれるまでは、
「抽選受付」
及び「予約」はできません｡ また､申込書に不明な点､記入漏れ等があった場合も､電話でご連絡
させて頂きますので、連絡が取れないときは連絡できるまで､予約は致しません。
送付予約業務受付後のキャンセルは、一切出来ませんので､十分にご確認の上お申し込み下さい。
５． お申込み後の解約､又は､希望番号予約済証の有効期間満了による失効､あるいは希望番号に
よる登録ができなかった場合であっても､自動車登録番号標 (ナンバープレート) 交付手数料､
事務手数料(送付費用含)､寄付金は返還致しません。
６． 予約又は受付が完了次第、
『希望番号予約(受付)内容確認書・予約済証引換証』をＦＡＸ致しますので、
申込内容と相違がないかを必ず確認して下さい。間違いがありましたら、当日午後４時までに
至急ご連絡願います。それ以降は内容が確定され、一切訂正出来なくなります。(お客様の都合に
より午後 4 時までに確認できない場合でも、予約内容は確定されますので、ご注意ください)予約内容に間違い
があった場合、希望番号による登録が出来ません｡ 尚､FAX は自動送信しておりますので､未着
の場合は､必ずご連絡願います。
７． ご予約頂いた予約済証は､登録日まで当予約センターでお預かり致します｡ この場合､ＦＡＸした
『予約済証引換証』を引換時に必ずご持参下さい。返送ご希望の方は､実費で返送致しますが、
発送は翌営業日になる場合がありますので、ご了承願います。
８． 送付業務にてナンバーを予約することは出来ますが、希望ナンバープレートを受け取るためには、
札幌運輸支局での登録手続きが必要です。交付可能年月日から有効期限内に予約済証を必要書類
に添付し登録手続きを行い､新しい自動車検査証が交付されましたら､当予約センターでナンバ
ープレートを受け取ってください。(有効期限を過ぎた場合、無効となりナンバープレートは廃棄処分となります。)
登録手続きに必要な書類等は、札幌運輸支局へお問い合わせ下さい。
９． ナンバープレートを受け取りましたら、自動車に取り付け、封印を受けて下さい。
(ナンバープレート及び字光式照明器具の取り付け・取り外しは、お客様の作業となります。

、、、、、 、、、、、、、、
当協会では、行っておりませんので、ドライバー等必要な工具をご持参願います。)

《受付時間》
土日祝日､12/29～1/3 を除く

午前

９時 ～ １２時

午後

１時 ～ ４時

《送金の方法》
送金の方法は下記の中からお選びください。
(振込手数料及び送料は、申込者のご負担となりますのでご了承下さい)

① ．郵便為替

普通為替又は、定額小為替を組み、書類に同封し簡易書留でお送り下さい。

② ．現金書留

申込書､車検証等と同時に送付して下さい。

③ ．銀行振込

次の口座にお振込み下さい。
口座番号

口 座 名

・ 北洋銀行
本店営業部
・北洋銀行
光星支店
・北海道銀行 北二十四条支店
一般社団法人

(普) ００２５２４３
(普) ０５８６２８７
(普) ０４２０８３７

札幌地区自家用自動車協会

《送付先》
〒065-0030

札幌市東区北 30 条東１丁目１番１号
一般社団法人

札幌地区自家用自動車協会 内

希望番号札幌予約センター
ＴＥＬ
ＦＡＸ

０１１－７２１－８２０１
０１１－７５３－１７８６

FAX 送付予約業務
希望ナンバープレート取得までのながれ(シート式用)
申込者

札幌予約センター

お電話にて FAX 送付予約申込依頼

FAX 送付予約業務依頼 受付
電 話
申込必要書類等 FAX 送付

申込必要書類確認
FAX 送付
申込書記入 FAX 送付、手数料送金
FAX 送付・送金

申込書着信及び入金確認後
希望番号予約受付
抽選対象

『受付証』の内容確認
抽選対象番号の
場合のみ

一般希望

『受付証』FAX

FAX 送付
翌週月曜日に抽選し、
当選後予約

『予約済証』の内容確認

『予約済証』FAX
FAX 送付

『予約済証』受け取り
登
録

シート式は､10 営業日にプレートが出来上がります。

札幌運輸支局にて、
交付可能年月日以降有効期限までに
自動車の登録手続きを行って下さい。

．
新車検証 交付後

希望ナンバープレート交付

・FAX 申込をご利用の際は、お電話の受付後は､上記の通り双方 FAX での送受信となりますので、
．．．．．．．．．．．
FAX は(受付時間内に)確実に送受信できる状態をご確認の上、お申込み願います。
(用紙切れ等のない様、ご確認の上ご利用願います)
・抽選対象番号を希望された場合は、

部分が加わり、当選するまで予約が出来ませんので、ご注意ください｡

・お電話受付後、１か月たっても申込書及び入金の確認ができない場合は、受付内容が破棄されますので、
ご利用の際は、再度お電話にて受付をお願い致します。

ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを
使用される皆様へ
〈 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート取扱注意事項 〉
※ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートは、現行のペイント式ナンバープレート
とは異なる樹脂製シートを使用しているナンバープレートです。ナンバープレートの取り
付け・メンテナンスの際には、以下の点にご注意ください。

取付時の取扱い

46

46

49

ナンバープレートを取り付け
る際には、ドライバー等が
表面に当たらないようにし
てください。

49

49

46

ナンバープレートを取り付け
る際には平ワッシャーを併用
してください。

ナンバープレートを取り付け
る際には、ネジを強く締め
付けないようにご注意くだ
さい。

取付後のメンテナンス

ワック
ス

46

49

性

中

ナンバープレートの表面
を洗浄する際には、水
や薄めた中性洗剤をお
使いください。

46
ガソリン

49

ー
シンナ

46

49

46

49

など

ナンバープレートの汚れ
を落とすためにシンナー
等溶剤、ワックス等コ
ンパウンド剤、ガソリ
ン等石油製品は使用し
ないでください。

ナンバープレートの汚れ
を落とす際にはクレン
ザー、磨き粉、金属た
わし、乾いた布等の表
面を傷つける恐れのあ
るものは使用しないで
ください。

ナンバープレートの泥、
雪、氷、虫等の付着を
取り除くためにブラシ
等を使用する場合は、
表面を傷つける恐れが
ありますのでご注意く
ださい。

≪希望番号申込の手引≫
◆ 希望番号申込書(様式 5)の記入方法

(シート式用)

．．．．．．

当センターで予約できる車種 は、
「１」「２ 」「３ 」「４ 」「５ 」ナンバーの自家用登録車です。
（白地のナンバープレート）
申込書(様式５)は､機械で直接読み取りますので､「ＨＢ｣｢Ｂ｣｢２Ｂ｣の鉛筆又はシャープペンシルで
楷書でハッキリと正確に記入して下さい。
希望番号申込書に書かれた内容と登録申請の内容が異なる場合は､希望番号での登録が出来ません｡
十分にご確認の上､お申し込み下さい。

1． 希望する４ケタ以下の数字を記入して下さい。

４ケタ部分以外(ひらがな等)希望することはできません｡

・『抽選対象希望番号』とは、下記の１８通りです。
・『一般希望番号』とは、下記の１８通り(抽選対象希望番号)外の番号です。
※番号の頭に｢0｣は、付きません。

例､３桁の場合は、｢・１２３｣となります。

抽選対象希望番号

・・・１
・５５５
８８８８

（レンタカーは、全て一般希望番号となります。）

・・・３
・７７７
１１２２

２．車種分類は、

・・・７
・８８８
２０１９

・・・８
１１１１
２０２０

・・１１
３３３３

・・８８
５５５５

・３３３
７７７７

１ナンバー車 (普通トラック等)は ……………１
２ナンバー車 (バス)は …………………………２
３ナンバー車 (普通乗用車)は …………………３
４ナンバー車 (小型トラック等)は ……………４
５又は７ナンバー車 (小型乗用車)は ……………５

注 1 構造変更等で車種分類が変わる場合は、特にご注意下さい。
車種分類を間違って申込みますと、予約した番号で登録できません。
この場合、新たに申込みをしなければなりません。

３．用途は

｢自家用車｣は ……………………………………１
｢レンタカー｣は …………………………………３

４．標板の種類は

｢ラグビー寄付あり｣(シート式)は …………………３
｢ラグビー寄付なし｣(シート式)は …………………４

注２ ラグビー寄付ありは､ロゴと図柄入りのデザイン (寄付を行う方のみ選択できます)
ラグビー寄付なしは、ロゴのみのデザイン
デザインは､十分にご確認ください。
．．．．．．．．．．．
．．．．．． ．．．．
ナンバープレートの取り付け・取り外しは、お客様の作業となりますので、ドライバー等の工具を
．．．．．．．
ご持参願います。 当協会では､行っておりませんので、ご注意ください。

５．標板の大きさと枚数は

乗用車は ……………………………４
注 3 の大型車は ……………………２

注 3 大型は、１ナンバーで車輌総重量８㌧以上、または最大積載量５㌧以上の自動車、
または２ナンバーで乗車定員が３０人以上の自動車
注 4 枚数は通常２枚、トレーラや三輪車は１枚となります。

６．車台番号は、自動車検査証の「車台番号」欄に記載されている通りにすべて記入して下さい。
７．使用者の氏名又は名称は、漢字で正しく記入し、姓と名の間は１マス空けて下さい。
又、法人の場合は省略せず正式名称で記入して下さい。
注 5 使用者名は、自動車を登録申請する際の使用者名を記入して下さい。

８．自動車検査証(又は登録事項等通知書)に記載されている現在の登録番号を記入して下さい。
（抹消車の場合は、登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)に記載されている番号を記入して下さい。
）
注 6 新車新規以外は、必ず記入して下さい。

９．下記の注意事項をご確認の上､承諾欄に｢１｣を記入して下さい。承諾欄が｢空欄｣又は｢２｣拒否
を記載した場合は申込できませんので､予めご了承ください
【1.希望番号申込に関する注意事項】
1.登録自動車においては他管轄の運輸支局に係る希望番号の申込はできません｡
2.抽選対象希望番号については､同一の週内に､同一の車台番号で重複して申込はできません｡
3.抽選対象希望番号については､毎週月曜日に､前週に受付けたものについて抽選を行います｡
4.予約が受付けられたあと申込者の都合により解約した場合､予約が失効した場合､又は運輸支局で
希望番号による登録ができなかった場合､申し受けた交付手数料及び寄付金は返還いたしません｡
5.受付証若しくは予約済証が滅失し､き損し､又はその識別が困難となった場合は､再発行を受ける
ことができます｡なお､この場合には再発行手数料を申し受けます｡

【2.寄付に関する注意事項】
1.皆様からお預かりする寄付金のうち､75%はラグビーワールドカップ 2019 における交通の利便性
向上等に対する支援事業(大会会場までの輸送力の増強等)に､残りは支援を行う公益財団法人日
本デザインナンバー財団(以下｢財団｣という｡)の運営費(寄付金を収受するための費用を含みま
す｡)に充てられます｡
2.寄付金は申込者ご自身の任意で決定し､お支払い頂きますが､寄付金額の受付けは 1000 円以上､
100 円単位での受付となります｡
3.寄付金受領証明書は､寄付金受取代行者にて入金を確認した日付で発行します｡
4.入金後の寄付金はいかなる場合においても返金されません｡
5.提供された個人情報は､寄付金の管理に係る手続きに使用します｡それ以外には使用しません。
なお､当該個人情報は最終的に寄付金を管理する団体である財団に提供します｡
6.財団の事業は､自然災害や紛争等の不測の事態により変更される場合があります｡

１０～１４． 寄付を行う場合及び４.標板の種類｢３｣(ラグビー寄付あり)を選択された方のみ
必ず記入して下さい。 氏名又は名称は､原則として所有者又は使用者となります。
｢寄付金受領証明書番号｣は､公益法人日本デザインナンバー財団に直接寄付を
行った方のみ記入して下さい｡

１５．申込者の欄は、申込まれる方のお名前、電話番号及び FAX 番号を記入して下さい。
(電話番号・FAX 番号は、平日午前 9 時～午後 4 時までに必ず送受信及び連絡の取れる番号を記入して下さい)

◆ ＦＡＸ･送付申込に関する注意事項
1．申込書及び入金の確認が取れましたら、抽選対象番号の場合は、抽選対象希望番号受付証
(=受付証)、一般希望番号の場合は、希望番号予約済証(=予約済証)を発行します。抽選は､
翌週月曜日に行われ､当選した場合に希望番号予約済証を発行します。
（但し抽選日が祝日等の場合は、翌業務取扱日の発行となります。）

予約日から起算してシート式は１０業務日、自動車登録番号標交付可能日となります。

、、、、、、、、、、、、、、、、、

送付受付処理以降、キャンセル及び変更は一切出来ませんので、ご注意下さい。
2．希望番号の有効期限は、自動車番号標交付可能年月日より１か月です。予約済証に記載さ
れますので､確認ください。 尚､有効期限を過ぎた場合は無効となり､ナンバープレートは
廃棄処分となります。この場合でも支払われた手数料(送付費用含)及び寄付金は返金できませ
んので、ご注意下さい。

《ＦＡＸ･送付申込に必要な手数料》
① 事務手数料

５１０

１件

円

② 希望登録番号標交付手数料（ナンバープレート代）一覧
シート式 ラグビー

中型２枚

７，９８０ 円

シート式 ラグビー

大型２枚

１２，０００ 円

③ 寄付金

(寄付をする場合のみ)

1,000 円以上 100 円単位

④※送付費用（簡易書留代 45０円＋封筒代１０円）

４６０ 円

※「④送付費用」は､予約済証の返送希望の方のみ必要となります。

又、その他の返送方法につきましては､申込の際にご相談下さい｡

様式

【希望番号申込書】

５－①

(シート式登録車送付用)

１． 希望する４ケタ以下の数字を記入して下さい。（番号の頭に｢０｣は付きません。例､3 ケタの場合は、・123）

２． 車種分類を番号で記入してください。
｢１｣ 普通貨物（１ナンバー） ｢２｣ 普通乗合（２ナンバー） ｢３｣ 普通乗用（３ナンバー）
｢４｣ 小型貨物（４ナンバー） ｢５｣ 小型乗用（５又は７ナンバー）

３．用途を番号で記入して下さい。
｢１｣自家用（白ナンバー）
｢３｣貸 渡（レンタカー）

４．標板の種類を番号で記入して下さい。
｢３｣ラグビー(寄付あり) ロゴマークと図柄(寄付を行う方のみ選択できます)
｢４｣ラグビー(寄付なし) ロゴマークのみ

５．標板の大きさと枚数を番号で記入して下さい。
｢１｣ 大型１枚 ｢３｣中型 1 枚
※大型とは普通自動車で
｢２｣ 大型２枚 ｢４｣中型２枚
※枚数＝通常は２枚 トレーラや三輪車等は１枚

車輌総重量８㌧以上または
最大積載量５㌧以上または
乗車定員３０人以上

６．車台番号を記入して下さい。

７．使用者の氏名又は名称を記入して下さい。
（姓と名の間は、1 マス空けて下さい。又、名義変更が伴う場合は新使用者）
フリガナ

氏名又は名称

．．．．

８.車検査証に記載されている(現在の)登録番号を記入して下さい。(新車新規以外は必ず記入して下さい)
－

９．注意事項について､承諾します
｢１｣承諾する
｢２｣拒否

－

－

５－②
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
様式

下記１0～１4 は、寄付を行う方のみ記入して下さい｡

１０．寄付者の氏名又は名称を記入して下さい。（姓と名の間は、1 マス空けて下さい。）
フリガナ

氏名又は名称

１１．寄付者の住所
〒

－

１２．寄付金額
円

１３．寄付先
｢１｣ラグビーワールドカップ

１４．寄付金受領証明書番号

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
．．．．

１５．申込み者の連絡先・送付先等を記入して下さい。(法人の場合は､ご担当者様のお名前を必ず記入して下さい)
申込者

氏

名

担当者名

※平日の午前 9 時～午後 3 時までに必ず連絡可能な電話 (携帯可)・FAX

連絡先

ＴＥＬ

－

－

ＦＡＸ

－

－

受付証及び予約済証の返送 (必ずいずれか番号に○) １.希望しない

番号を記入して下さい。

２. 希望する(※別途送付費用が必要)

下記は、受付証及び予約済証の返送を希望する｢２｣に○を付けた方のみ記入して下さい

送付先

宛名住所
宛名氏名

郵便番号〒

－

※記入された個人情報は、希望番号の予約業務以外には使用いたしません。

様式 ６

【送付予約業務 申込書】

(シート式用)

(記入漏れ等がありますと予約受付が出来ませんので、ご注意ください)

① 承 諾 確 認

（下記の内容を確認し、それぞれの項目に承諾する場合は ✓ チェックを入れて下さい。
チェックがない場合本業務はご利用頂けませんので、ご了承願います）

内

容

承諾

申込内容については、有効期限や誤りのないこと等必ず確認して下さい。
希望番号申込の内容と､運輸支局への登録内容が異なる場合､希望番号での登録を行うことはできません
申込の手引きを確認して下さい（車台番号､使用者の氏名または名称､車種分類､用途､標板の大きさ）
注意 ・本業務にて、以下の希望番号を申込むことはできません。

札幌管轄ではないもの、軽自動車、８,９,０ナンバー、事業用
・抽選対象希望番号については､毎週月曜日に前週受付けたものについて抽選を行います｡
同一週内に同一の車台番号で重複して申込みは､できません。
デザイン(図柄等)の確認及びシート式ナンバーの取り扱いに関する注意事項を必ずお読みください｡
交付後のシート式ナンバープレートの取り扱いに関して､本サービスは一切の責任を負いません｡
交付可能期間内に登録を行い､ナンバープレートの交付を受けて下さい。
期間内に登録が行われない場合、予約申込は無効となり､ナンブープレートは廃棄処分となります。
送付予約業務完了後､下記のいずれの場合においても､申し受けた手数料(送付費用含)､寄付金は返還できません。
●登録を行うことができなかった場合
●予約申込が無効となった場合

※本業務はクーリングオフ対象外です。

●申込者の都合により解約した場合

申込内容に含まれる個人情報は､希望番号の予約業務及び希望番号標板の交付業務以外には、使用いたしません。

② 申込内容及び送金明細

(○印にて選択、振込予定日及び送金明細を記入して下さい。）

｢希望番号予約済証｣の(予約センターでの)保管
｢希望番号予約済証｣の返送
金

(※注意 別途送付費用が必要)

融 期 間 名

北洋銀行
北洋銀行
北海道銀行

口

座 番 号

/
/
/

５１０円

希望登録番号標交付手数料

円

寄付金

(寄付を行う方のみ)

円

送付費用

(返送ご希望の方のみ)

合

〆円

計

円

(空欄に金額を記入して下さい)

札幌地区自家用自動車協会
希望番号札幌予約センター

依 頼 者

振込予定日

(普) ００２５２４３
(普) ０５８６２８７
(普) ０４２０８３７

本店営業部
光星支店
北二十四条支店

事務手数料

一般社団法人

希 望

殿

平成

年

月

印

(手数料を振込んでいただく際の｢ご依頼人名｣として使用致します)

住

所

氏

名

電話番号
FAX

－
－

－
－

日

(携帯可)

(担当者印でも可)

、、

受付時間内に確実に送受信及び連絡のとれる番号をそれぞれ必ず記入の上、必ず押印して下さい。

