
希望番号送付申込の手引き（登録車） 
 

１． この手引きは「抽選希望番号」「一般希望番号」を FAXまたは郵送によりご予約、申し込み頂く

ものです。下記の書類を送付致しましたので、今一度ご確認下さい。不明な点がございましたら

手引きの末尾に記載の《希望番号予約センター》までご連絡下さい。 

 希望番号送付申込の手引き 

 希望番号申込依頼書（ＦＡＸサービス申込書） 

 

２． 希望番号の対象は、ナンバープレートの「4桁以下のアラビア数字（算用数字）」です。 

地域名表示、分類番号、ひらがなは選べません。 

 

 

 

 

 

３． 特に人気が高いと思われる下表の１３通りの番号は「抽選対象希望番号」となり、コンピュータ

ーによる抽選が行われます。自家用自動車のみが対象となります。 

（事業用・貸渡（レンタカー）は下記の番号も一般希望番号となります。） 

抽選対象番号を除く全ての番号は「一般希望番号」となり、番号のある限り申込ができます。 

・・・１ ・・・７ ・・・８ ・・８８ ・３３３ 

・５５５ ・７７７ ・８８８ １１１１ ３３３３ 

５５５５ ７７７７ ８８８８   

    

４． こちらから送付した「希望番号申込依頼書」に必要事項をご記入の上、次のいずれかと共に

FAXまたは郵送して下さい。 

※車種分類等の確認の為、コピーで結構ですのでお願い致します。 

① 番号変更、移転又は変更登録の場合 → 自動車検査証 

② 新車新規登録の場合        → 完成検査終了証、又は予備検査証 

③ 中古車新規登録の場合       → 抹消登録証明書 

 

※希望番号申込受理後に発行される「希望番号予約済証」に記載された内容と自動車登録申請

の内容に相違がある時には運輸支局で受理されませんので、「希望番号申込依頼書」は正確にご

記入下さい。 

 



５． 

【一般希望番号をお申込みの方】 

当センターに必要書類が到着し、手数料のご入金を確認後、手続きさせて頂きます。 

「希望番号予約済証」発行後、コピーしたものを FAX又は郵送にてご通知申し上げ、本通は当

センターにおいて保管致します。 

 

【抽選対象希望番号を申し込みの方】 

当センターに必要書類到着後、「抽選受付証」のコピーしたものを FAX、又は郵送にてご通知申

し上げ、本通は当センターにおいて保管致します。「抽選対象希望番号」については、毎週月曜

日に前週に受付したものに対して抽選を実施いたします。 

★当選された場合 

その旨を連絡申し上げ、手数料のご入金を確認後「希望番号予約済証」を発行し、コピ

ーしたものを FAX又は郵送にてご通知致します。本通は当センターにおいて保管致しま

す。 

★落選された場合 

  その旨を連絡申し上げ、ご確認の上、翌週の抽選対象と致します。 

 

６． 「希望番号予約済証（写）」又は「抽選受付証（写）」が送付されましたら、必ず申込み内容のご

確認をお願い致します。訂正・変更は、発行当日の午後 4時までにお願い致します。 

郵送にてお申込みの場合、お電話にて申込み内容の確認をさせて頂きますので、日中必ず連絡の

つくお電話番号のご記入をお願い致します。 

また、失効、キャンセル等による手数料は返還されませんのでご了承下さい。 

 

７． 「希望番号予約済証（写）」に記載の自動車登録番号標交付可能年月日以降の有効期限内に、運

輸支局で自動車登録申請を行って下さい。 

※有効期限切れのナンバーは廃棄となり手数料は返還されません。 

その際、当日センターで「希望番号予約済証」（本通）をお受け取りになり、申請書類に添付し

て運輸支局にご提出下さい。希望された番号で登録され、その後、ナンバープレートを交付致し

ます。そのナンバープレートを車に取り付けた後、封印を施封しますので必ず現車を持ち込んで

下さい。 

 

 

 

 

 

 
登録申請書類に関するお問い合わせは運輸支局コールセンターへお願いします。 

TEL 050-5540-2045 



８． 交付手数料は希望されるナンバープレートの種類、大きさ、枚数により計算され、希望番号事務

手数料を合算して末尾に記載の銀行口座にお振込み頂くか、当センター宛に現金書留でご送金頂

くようお願い致します。 

【必要な費用】A＋B+Ｃです。 
A → 希望番号受付事務手数料 1件￥770-（消費税込） 

B → 希望番号交付手数料（標板 1枚の場合は半額になります。） 

   Ｃ → 寄附金（図柄ナンバー寄附金ありをお申込の場合のみ。） 

 ペイント 字光式 地方版 全国版 大阪・関西万博 

中型（2枚） \4,240- \5,460- \8,020- \8,300- \8,800- 

大型（2枚） \5,000- \6,360- \12,080- \12,800- \13,400- 

 

９．「希望番号予約センター」に FAX又は郵送、送金頂くものは、次のとおりです。 

 希望番号申込依頼書（ＦＡＸサービス申込書） 

 自動車検査証の写し等 （４項を参照） 

 交付手数料と受付事務手数料 

 銀行等で手数料を振込された領収書の写し（振込受付書等） 

 

☆銀行振込先 

銀行名 

（フリガナ） 

支店名 

（フリガナ） 

預金 

科目 
口座番号 

受取人名 

（フリガナ） 

北國銀行 
（ホッコク） 

犀川中央 
（サイガワチュウオウ） 

普通 ２２３４５６ 
（一社）石川県自動車整備振興会 
（シャ）イシカワケンジドウシャセイビ

シンコウカイ 

☆現金書留先 

〒920-8213  金沢市直江東 1丁目 2番地 

（一社）石川県自動車整備振興会 

TEL 076-239-4001  FAX 076-239-4004 

 

《希望番号予約センター》 

〒920-8213 金沢市直江東 1丁目 2番地（自動車会館内 1F） 

     （一社）石川県自動車整備振興会 希望番号予約センター 

TEL：076-239-4020 ／ FAX：076-239-4004 

業務取扱日 ： 月曜日～金曜日 午前 8時 30分から午後 4時 30分 
※土・日・国民の祝日・休日及び 12月 29日から翌年 1月 3日までを除く 



希望番号送付申込の流れ図 

申

請

さ

れ

る

方 

希望番号のお問い合わせ（業務内容・費用のご確認）。 

お申込みの手引きと依頼書のご送付（費用のご提示）。 

ご依頼書の送付（ＦＡＸ又は郵送）及び費用のお支払い。 

【一般希望番号の方】予約済証コピーをご送付。 

 

【抽選対象希望番号の方】受付証のコピーをご送付。 

お申込日の翌週の第一営業日に抽選の結果を電話にてご連絡

致します。当選された方にはご費用入金確認後に予約済証をご

送付、外れた方は次回抽選に廻す為の確認をさせて頂きます。 

予約済証「本通」を予約センターでお受け取り下さい。 

運輸支局で登録のお手続きへ。 

希望番号を交付、番号標（ナンバー）取付・封印。 

登録申請書類に関するお問い合わせ 

運輸支局コールセンター 

TEL 050-5540-2045 

【お願い】 

 予約済証または抽選受付証が送付されましたら、必ずお申込み内容をご確認下さい。 

訂正・変更が御座いましたら必ず当日の午後 4時までにお電話にてご連絡下さい。 

後日の訂正・変更はナンバー作成中により出来ませんので、お申込み内容を再度ご確認下さいますよ

うお願い致します。 

 一旦お申込みの希望番号の取り消しは出来ません。また、失効、キャンセル等による手数料は返還さ

れませんのでご了承下さい。 

予

約

セ

ン

タ

ー 



①自動車種別 ②車種分類 ③用途 ④標板の種類 ⑤標板の大きさと枚数
1. 登録自動車 【登録自動車】 1. 自家用 01. 1. 大型１枚

1. 普通貨物 8. 特殊自動車 2. 事業用 02. 2. 大型２枚

2. 普通乗合 9. 大型特殊 3. 貨渡 11. 地方版寄付あり図柄 3. 中型１枚

3. 普通乗用 0. 大型特殊 4. よ 12. 地方版寄付なし図柄 4. 中型２枚

（3ナンバー） （建設機械） 6. ＥＨＫＭ 13. 全国版（花）寄付あり図柄

4. 小型貨物 7. Ｙ 14. 全国版（花）寄付なし図柄

5. 小型乗用 15. 大阪・関西万博寄付あり図柄

（5ナンバー） 16. 大阪・関西万博寄付なし図柄

⑩標板地名（いずれかを○で囲ってください。） ⑪使用の本拠の位置（郡市まで記入してください。）

※ 金沢市、かほく市、河北郡のみ「金沢」

その他の地域は「石川」になります。

　（一社）石川県自動車整備振興会　　御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　年　　　月　　　日

ＦＡＸサービス申込書（登録車用）

1
ペイント

字光

⑥希望番号

申込みできるのは、
自動車登録番号・車両番号の
四けた以下のアラビア数字に
限られます。

⑦車台番号(型式での申し込みはできません。）

⑧使用者の氏名又は、名称（中古車新規、又は、使用者変更の場合は、新使用者名を記入して下さい。）

⑨車検証（登録事項通知書）に記載されている登録番号　(新車以外は、必ず記入してください。）

石川　　・　　金沢

石川　　・　　金沢

※　図柄ナンバー『寄付あり』をお申込みの場合はご記入下さい。

⑫寄付者の氏名又は名称

⑬寄付者の住所

〒

⑭寄付金額 ⑮寄付先　（いずれかを○で囲って下さい。） ⑯寄付金受領証明書番号

※1000円以上、100円単位の任意の金額。 ※事前に寄付されている方はご記入下さい。

地方版図柄入りナンバー導入地域

円 大阪・関西万博図柄入りナンバー

全国版（花）図柄入りナンバー

申　込　者
住　所

氏　名

ＴＥＬ番号 ＦＡＸ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致しません。


