
2022年6月発行

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。
全日9:30～20:00

申
込

※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込めるの？

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

▼ アプリの場合（例）

支払い画面 等 アカウント画面 等

▼ 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）

●申込時に必要な決済サービスの情報はどんなものなの？
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、会員ＩＤやカード番号などの情報が必要となります。

入力する情報は決済サービスごとに異なります。

●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申込サイトでは確認できません。

申
込
後

ポ
イ
ン
ト
付
与
に
つ
い
て

●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
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、「申込み状況を確認」をタップ、
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。

申込状況が「付与確定」になれば、申込完了しています。

マイナちゃ
ん教えて！

※1マイナポイントの申込後、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ます。
※2マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。※３健康保険証利用申
込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。

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！

マイナポイント

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。

マイナポイントの申込みのサポートは、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。

マイナポイントの利用は
安心・安全です！

● マイナポイントの申込み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。

マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分 7,500円分
健康保険証としての
利用申込みで

公金受取口座の
登録で

7,500円分
※1、2 ※3 ※3

本人確認書類・
各種書類取得に便利

いいこと 1

医療ますます便利

いいこと2
給付金の受け取りが
スマートに！

いいこと3

お好きな
キャッシュレス
決済サービスで
使える！

健康保険証としての利用申込み＋公金受取口座の登録によるマイナポイント申込がスタート！

●3つのポイント（マイナンバーカードの新規取得／健康保険証としての利用申込み／公金受取口座の登録）は、
別々の決済サービスに申し込んでもいいの？
申し込みできる決済サービスは１つです。
ただし、2022年6月29日以前に「マイナンバーカードの新規取得」を申込済の方のみ、
それ以外のポイント分の決済サービスを変更することができます。

マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は、
９月末までとなりますので、早めの申請がおすすめです。

016092
スタンプ



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みで決済サービスを1つ選択しましょう。

スマートフォンでマイナンバーカードを読みとるコツ
● 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）。 iPhone

Android

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

いつもの
お買い物でご利用
いただけます。

選んだ決済サービスの
ポイントをGET！

● 決済サービスによっては、申込後（チャージまたはお買い物後）、ポイント付与の対象となるまでに一定の時間を要するものがありますので、各決済サービスの詳細情報をご確認の上、お早めに申込みください。　
● 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。　※QRコードは（株）デンソーウェーブの商標登録です。　※画面は開発中のものであり最新のものではない場合があります。

マイナポイントはスマートフォンで申込みができます

「マイナポイントアプリ」をダウンロード1

キャンペーン選択のしかた3 決済サービス選択の
しかた

4

マイナポイントアプリを
iPhoneの方はApp Store、
Androidの方はGoogle  Play  ストア
からダウンロードしましょう。

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

次へ進む

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。

マイナポイント申込みの
詳しい流れはこちらから

確認できます！

申込情報入力のしかた5
「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。※

※「決済サービスID」や「セキュリティコード」の項目
名称は各決済サービスごとの名称が表示されます
（会員IDやカード番号など）。
※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。

スマートフォン、
パソコンで申し込む方

手続スポットで
申し込む方

申込可能なキャンペーンが
表示されます

対象のキャンペーンを
選択してください

タップ

● マイナポイントアプリ対応のス
マートフォン機種は下記の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。

スマートフォン

マイナポイント
手続スポット

パソコン

24時間、申込可能です！

右ページで手順を確認してみましょう！ お近くの手続スポット
を探しましょう！

一部、対応していない市区町村や店舗もあります。

■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））

■セブン銀行（ＡＴＭ）
■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）

■ビックカメラグループ
（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）

■ヤマダ電機
■郵便局
■ローソン（マルチコピー機）

マイナポイント
申込サイトを検索

マイナポイント予約・申込サイト

カードリーダー

マイナポイントアプリ
をダウンロード

3つの方法・場所で申込みできます ダウンロードは
こちらから

マイナンバーカード読み取りのしかた2

公金受取口座登録がお済みでない場合
マイナポイントを受け取るためには、マイナポータルでの登録が必要です。

キャンペーンの申込完了時に
左の画面が表示されます。
確認をタップいただくと
マイナポータルサイトにアクセス
しますのでご確認ください。

タップ

確認後、OKをタップ
してください。

一覧から
ポイントを受け取る
決済サービスを
選択してください。

付与されるポイントの種類

種類
マイナンバーカードの新規取得で

5000円分 7500円分 7500円分

健康保険証としての利用申込みで 公金受取口座の登録で

2022年6月30日から2022年6月30日から2022年1月1日から

準備
するもの

付与方式

申込開始時期

●マイナンバーカード
●マイナンバーカードの申請時ｏｒ受け取り
時にご自身で設定した利用者証明用電子
証明書のパスワード（数字４桁）

マイナポイント申込と同時に申込み可能
です

マイナポイント申込の事前あるいは事後
にマイナポータルで公金受取口座の登録
が必要です（申込直後に画面遷移もしま
す）

マイナポイント申込で選択した決済サービスでの
チャージorお買い物がポイントの付与対象です。

利用申込み情報を確認後、マイナポイント申込で
選択した決済サービスにポイントが付与されます。

口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選
択した決済サービスにポイントが付与されます。

マイナンバー
カードの
申請期限

2022年
9月末まで

申込期限

2023年
2月末まで

タップ

016092
スタンプ



以下のURLから「マイナポイント申込サイト」へアク
セスします。アクセス後、「申込む」をクリックします。

キャンペーン選択画面から、申込むキャンペーンを
すべて選択します。その後、「選んで次へ」をクリッ
クします。

受取り方選択画面から、ポイントを受取る決済
サービスをクリックします。
※ 検索ボックスに決済サービス名称等キーワード
を入力し、「検索」をクリックすることで、ポイントを
受取る決済サービスの検索も可能です。※6

動
作
環
境

マイナポイントの申込方法

準備 – パソコン・ICカードリーダライタの準備

パソコンとマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタを準備します。
パソコンに「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。 ※1

※1 「マイキーID作成・登録準備ソフト」は、マイナポイント申込支援マニュアル(準備編)を確認しインストールしてください。

パソコン版

マイナポイントの申込方法

マイナンバー
カードに対応
したICカード
リーダライタ

一覧はこちら

ICカードリーダ
ライタに関する

ご質問は
こちら

マイナンバーカードをセットし、ICカードリーダライタ
で読み取り、「次へ進む」をクリックします。利用者
証明用パスワード(数字4桁)※5を入力し、「OK」
をクリックします。

1 2

3 4

※5 マイナンバーカードの申請時、若しくは受取時にご自身で設定した数字4桁です

■パソコン
OS (Microsoft Windows 7,8.1,10,11, macOS)
ブラウザ (Microsoft Edge, Google Chrome, Safari)

■ICカードリーダライタ
「公的個人認証サービスポータル」の「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ
一覧」 にあてはまる機種を準備
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html 

※2 対応するmacOSは、「macOS High Sierra(macOS v10.13以上)」,「macOS Mojave(macOS v10.14以上)」,
「macOS Catalina(macOS v10.15以上)」,「macOS Big Sur(macOS v11.0以上)」,「macOS Monterey 
(macOS v12.0以上)」です

※3 Microsoft Edge又はGoogle Chromeの場合、ブラウザへの拡張機能の追加が必要です。Safariの場合は、拡張機能
の有効化が必要です

※4 ICカードリーダライタの接続等については、公的個人認証サービスポータル「ICカードリーダライタに関するご質問」
(https://www.jpki.go.jp/faq/iccardrw.html)も併せてご参照ください

https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/

※3

※4

※2

別紙2

XXXXX

※６ 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移
します。



マイナポイントの申込方法

ポイントを受取る決済サービスの情報を入力し、
「次へ」をクリックします。 ※3 ※4 

「申込を完了しました。」というメッセージが表示さ
れたら、申込手続は完了です。 ※6

マイナポイントを受取る決済サービスと詳細を確認
し、「OK」をクリックします。※1 ※2

マイナポイントの申込方法

５ ６

申込内容に誤りがないか確認した後、「確認して
次へ」をクリックします。マイナポイント利用規約を確
認した後、「同意して申込む」をクリックします。※5

７ ８

パソコン版

※2 マイナポイント第一弾で申込済の方は、ポイントを受取る決済サービスを再検索
することができます。「修正」をクリックし手順④を参考に決済サービスを選択します。

※3

お問合せ

■マイナポイント事業HP（よくあるご質問）
https://faq-mynumbercard.point.soumu.go.jp/kb/ja

※当該資料に記載した画面は、現時点のイメージです。最終的なデザインは変更になる可能性があります

マイナポイント事業HP
(よくあるご質問)は
こちら

マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０ー９５ー０１７８ (音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)

マイナポイントに関するお問合せは、マイナポイント事業HPをご確認ください。

別紙2

※1 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移
します。

※3 既に申込み済のキャンペーンがある場合、既に申込み済の決済サービス情報が
一部入力された状態で表示されます。

※4 決済サービスごとに入力する情報の項目は異なります。

※5 マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行う場合、「同意して次
へ」をクリックし、健康保険証としての利用規約（マイナポータル利用規約）を確
認した後、「同意して申込む」をクリックします。

※6 申込完了画面に「公金受取口座を登録してください」というメッセージが表示され
た場合は、公金口座の登録が完了しておりません。、マイナポイントを受取るため
には登録が必要です。「登録をはじめる」をクリックし登録をお願いします。
公金口座の登録方法は別紙７をご確認ください。

XXXXX

XXXXX

XXXXX



マイナポイントの申込方法

利用者証明用パスワード(数字４桁)※4を入力し、
「OK」をクリックします。マイナンバーカードの上に
Androidをぴったりと当て、手順③の操作画面が
出るまで、動かさずにしばらくお待ちください。※5

受取り方選択画面から、ポイントを受取る決済
サービスをクリックします。
※ 検索ボックスに決済サービス名称等キーワード
を入力することで、ポイントを受取る決済サービス
の検索も可能です。※6

準備 – スマートフォンの準備

マイナポイントアプリに対応したスマートフォンを準備します。
スマートフォンに「マイナポイント」アプリをインストールしてください。 ※1, ※2, ※3

※1 Google Playで「マイナポイント」アプリと検索の上、インストールしてください

※2 動作環境以外では、マイナポイントアプリをインストールすることができません。予め、端末の機種やOSのバージョンをご確認ください
※3 マイナンバーカードの読み取りには、予めスマートフォンのNFC機能を有効化する必要があります

Android版

マイナポイントアプリを起動し、「申込む」をクリックし
ます。
画面遷移後、「マイナポイントの予約(マイキーID
の発行) 」をクリックします。

1

キャンペーン選択画面から、申込むキャンペーンを
すべて選択します。
その後、「選んで次へ」をクリックします。

2

3 4

※5 本パスワードは3回連続で間違えるとロックされますのでご注意ください。
ロックした場合は市区町村窓口にてパスワードの初期化を申請してください

※4 マイナンバーカードの申請時、若しくは受取時にご自身で設定した数字4桁です

マイナポイントの申込方法

XXXX

Androidで
読み取りが

うまくいかない
場合はこちら

■スマートフォン
Android 7.1～ かつ、
マイナポイントアプリ対応スマートフォン

「マイナポイントアプリ対応スマートフォン一覧」に
あてはまる機種を準備
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/

マイナポイント
アプリ対応

スマートフォン
一覧はこちら

マイナポイントアプリの
インストールはこちら

動作
環境

※6 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移します。

XXXXX

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/
016092
スタンプ



申込内容に誤りがないか確認した後、「確認して
次へ」をクリックします。マイナポイント利用規約を
確認した後、「同意して申込む」をクリックします。
※5

「申込を完了しました。」というメッセージが表示さ
れたら、申込手続は完了です。 ※6

マイナポイントを受取る決済サービスと詳細を確認
し、「OK」をクリックします。※1 ※2

マイナポイントの申込方法 Android版

5 ポイントを受取る決済サービスの情報を入力し、
「次へ」をクリックします。 ※3 ※4 

６

７ ８

マイナポイントの申込方法

お問合せ

■マイナポイント事業HP（よくあるご質問）
https://faq-mynumbercard.point.soumu.go.jp/kb/ja

※当該資料に記載した画面は、現時点のイメージです。最終的なデザインは変更になる可能性があります

マイナポイント事業HP
(よくあるご質問)は
こちら

マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０ー９５ー０１７８ (音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)

マイナポイントに関するお問合せは、マイナポイント事業HPをご確認ください。

※2 マイナポイント第一弾で申込済の方は、ポイントを受取る決済サービスを再検索
することができます。「修正」をクリックし手順④を参考に決済サービスを選択します。

※1 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移
します。 ※3 既に申込み済のキャンペーンがある場合、既に申込み済の決済サービス情報が

一部入力された状態で表示されます。

※4 決済サービスごとに入力する情報の項目は異なります。

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

※5 マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行う場合、「同意して次
へ」をクリックし、健康保険証としての利用規約（マイナポータル利用規約）を確
認した後、「同意して申込む」をクリックします。

※6 申込完了画面に「公金受取口座を登録してください」というメッセージが表示され
た場合は、公金口座の登録が完了しておりません。、マイナポイントを受取るため
には登録が必要です。「登録をはじめる」をクリックし登録をお願いします。
公金口座の登録方法は別紙７をご確認ください。
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マイナポイントの申込方法 iOS(iPhone)版

準備 – スマートフォンの準備

マイナポイントアプリに対応したスマートフォンを準備します。
スマートフォンに「マイナポイント」アプリをインストールしてください。※2, ※3

※2 App Storeで「マイナポイント」アプリを検索の上、インストールしてください

※3 動作環境以外では、マイナポイントアプリをインストールすることができません。予め、端末の機種やOSのバージョンをご確認ください

受取り方選択画面から、ポイントを受取る決済
サービスをクリックします。
※ 検索ボックスに決済サービス名称等キーワード
を入力することで、ポイントを受取る決済サービス
の検索も可能です。※6

マイナポイントアプリを起動し、「申込む」をクリックし
ます。
画面遷移後、「マイナポイントの予約(マイキーID
の発行) 」をクリックします。

1
利用者証明用パスワード(数字４桁)※4を入力し、
「OK」をクリックします。マイナンバーカードの上に
iOS(iPhone)をぴったりと当て、「はじめる」をクリック
します。マイナンバーカードの読取完了画面が出るま
で、動かさずにしばらくお待ちください。※5

キャンペーン選択画面から、申込むキャンペーンを
すべて選択します。
その後、「選んで次へ」をクリックします。

2

3 4

XXXX

マイナポイントの申込方法

※5 本パスワードは3回連続で間違えるとロックされますのでご注意ください。
ロックした場合は市区町村窓口にてパスワードの初期化を申請してください

※4 マイナンバーカードの申請時、若しくは受取時にご自身で設定した数字4桁です

動作
環境

■スマートフォン
iOS 13.0以上 かつ、
マイナポイントアプリ対応スマートフォン
「マイナポイントアプリ対応スマートフォン一覧」に
あてはまる機種を準備
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/

マイナポイント
アプリ対応

スマートフォン
一覧はこちら

マイナポイントアプリの
インストールはこちら

iOS(iPhone)
で読み取りが
うまくいかない
場合はこちら

※6 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移します。

XXXXX

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/
016092
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申込内容に誤りがないか確認した後、「確認して
次へ」をクリックします。マイナポイント利用規約を
確認した後、「同意して申込む」をクリックします。
※5

「申込を完了しました。」というメッセージが表示さ
れたら、申込手続は完了です。 ※6

マイナポイントを受取る決済サービスと詳細を確認
し、「OK」をクリックします。※1 ※2

マイナポイントの申込方法

5 ポイントを受取る決済サービスの情報を入力し、
「次へ」をクリックします。 ※3 ※4 

６

７ ８

マイナポイントの申込方法

※当該資料に記載した画面は、現時点のイメージです。最終的なデザインは変更になる可能性があります

マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０ー９５ー０１７８ (音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)

※2 マイナポイント第一弾で申込済の方は、ポイントを受取る決済サービスを再検索
することができます。「修正」をクリックし手順④を参考に決済サービスを選択します。

※1 既に申込み済のキャンペーンがある場合、手順④は表示されず、手順⑤に遷移
します。 ※3 既に申込み済のキャンペーンがある場合、既に申込み済の決済サービス情報が

一部入力された状態で表示されます。

※4 決済サービスごとに入力する情報の項目は異なります。

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

※5 マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行う場合、「同意して次
へ」をクリックし、健康保険証としての利用規約（マイナポータル利用規約）を確
認した後、「同意して申込む」をクリックします。

※6 申込完了画面に「公金受取口座を登録してください」というメッセージが表示され
た場合は、公金口座の登録が完了しておりません。、マイナポイントを受取るため
には登録が必要です。「登録をはじめる」をクリックし登録をお願いします。
公金口座の登録方法は別紙７をご確認ください。

iOS(iPhone)版

お問合せ

■マイナポイント事業HP（よくあるご質問）
https://faq-mynumbercard.point.soumu.go.jp/kb/ja

マイナポイント事業HP
(よくあるご質問)は
こちら

マイナポイントに関するお問合せは、マイナポイント事業HPをご確認ください。
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お問合せ

マイナポイントをお申し込み
いただきありがとうございました

■マイナポイント事業HP（よくあるご質問）

https://faq-mynumbercard.point.soumu.go.jp/kb/ja

マイナポイント事業HP
(よくあるご質問)はこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０ー９５ー０１７８ (音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)

マイナポイントに関するお問合せは、マイナポイントホームページの「よくあるご質問」
をご確認ください。

マイナポイントの申込状況・ポイントの付与状況の確認方法は、各決済サービス
事業者により異なります。マイナポイントホームページの「対象となる決済サービス
検索」から、各決済サービスの詳細情報をご覧ください。

申込状況・ポイント付与状況の確認方法

■マイキーID：

■お申し込みいただいた決済サービス：

■マイナポイント事業HP（対象となる決済サービス検索）
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/

対象となる
決済サービス検索はこちら

＜MEMO＞

マイナポイント 決済サービス検索

マイナポイント よくある質問

※マイキーIDは、お問合せに使用する場合があります。

別紙4

＜注意事項＞

■ポイントの付与対象となるのは、マイナポイントの申込後

事業終了（2023年2月末）までに行ったチャージまたはお買い物です。



申込・登録はカンタン！
健康保険証としての利用申込みが済んでいない場合、マイナポイントの申込みの際に
一緒に申し込めます。マイナポイントの申込み完了後に、公金受取口座の登録をする
ことができます。

マイナポイントの申込と
まとめてできる！ マイナポイント

申込はこちら

より良い医療が可能に！メリット

あなたが同意をすれば、初めての医療機関等でも、
今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます！

限度額適用認定証がなくても、
高額療養費制度における限度額以上の支払が
免除されます！

手続きなしで限度額以上の
一時的な支払が不要に！

メリット

特定健診情報の閲覧が可能に！ 薬剤情報・医療費の
閲覧が可能に！

健康管理ができる！メリット

確定申告における医療費控除の手続で
マイナポータルを通じて自動入力が可能に！

医療費控除がカンタンに！メリット

※医療保険者によって
　開始時期は異なります。

2021年分所得税の確定申告から（予定）

2021年10月（予定）

マイナンバーカードが健康保険証
として利用できるようになります！
※医療機関・薬局によって開始時期は異なります。

健康保険証の
利用申込

マイナポータル
の利用者登録

マイナポータルとは？
子育てや介護をはじめとするオンライン申請がで
きたり、あなた自身の情報（税や社会保障の情報、
予防接種履歴など）が確認できたりする自分専用
のポータルサイトです。

詳しくはこちら
マイナポータルサイト

＆

詳しくはこちら
厚生労働省HP

被保険
者証

記号
氏名 マイナ

番号

○○○○
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決済サービスの選択は
慎重に行ってください
一度申し込んだ決済サービスの変更は出来ません。

ご注意点

1

マイナンバーカードの新規取得等で
もらえる最大5,000円分のポイント
付与の対象となるのは、
マイナポイント申込後のチャージ
またはお買い物です。
マイナポイント申込前のチャージまたはお買い物には、
ポイントは付与されません。

ご注意点

2
※ポイント付与がチャージまたはお買い物のいずれによるかは、決済サービスにより異なります
※「健康保険証としての利用申込み」、「公金受取口座の登録」はチャージまたはお買い物は不要で、それぞれマイナポイントの
　申込みをすれば付与の対象となります。

パスワードの入力間違いに
ご注意ください
３回連続して間違えるとロックされるので、
慎重に入力してください。
ロックされてしまった場合は、お住まいの市区町村窓口にてパスワードの再設定の手続が必要です。

ご注意点

3
※利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）

マイナポイント申込時のご注意点マイナポイント申込時のご注意点

016092
スタンプ


	_マイナリーフ4P_改訂_0701.pdf
	manual_besshi_1-6.pdf
	04_別紙1_マイナンバーカードでマイナポイント
	05_別紙2_マイナポイントの申込方法(パソコン版)
	06_別紙3-1_マイナポイントの申込方法(Android版) 
	07_別紙3-2_マイナポイントの申込方法(iPhone版) 
	08_別紙4_マイナポイント申込後お渡し用紙 
	09_別紙5_マイナポイントの申込とまとめてできる
	10_別紙6_マイナポイント申込時のご注意点




