
これからは、いつでも、どこでも、
個人番号カードで！

個人番号カードを利用して
住民票の写し・印鑑登録証明書等を
コンビニエンスストア等で
取得できるようになります。
全国の地方公共団体において順次拡大中。
住所地と本籍地の市区町村が異なる方への
戸籍証明書交付もはじめました。

これからは、いつでも、どこでも、
個人番号カードで！

夜間や休日でも
コンビニエンスストア等で

取得できる

便 利

簡単な端末操作で
すぐに取得できる

簡 単
専用ネットワークと
高度なセキュリティで
安心して取得できる

安 心



コンビニエンスストア等での証明書交付の導入で、
住民サービスの向上と窓口業務効率のアップ、
コストの低減を実現できます。

個人情報保護と偽造・改ざん防止のセキュリティ対策
システム間は専用の通信ネットワークを利用。

さらに、証明書に複数のセキュリティ対策を施すことで偽造・改ざんを防ぎます。

導入効果①
住民サービスの向上

全国のコンビニエンスストア等で
取得できるので、
住民の利便性が
高まります。

導入効果③
コストの低減

キオスク端末の管理は
コンビニエンスストア等で
行うため、維持・運用経費が

発生しません。

導入効果②
窓口業務の負担軽減

コンビニエンスストア等の
キオスク端末で交付までの
手続きすべてを行うため、
窓口業務の負担が
減ります。

地方公共団体

住　民 コンビニエンスストア等

住民票の写し・印鑑登録証明書の交付を
コンビニエンスストアの
キオスク端末で実現

住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付を
コンビニエンスストア等の
キオスク端末で実現

ご利用可能な店舗情報
（平成28年6月末日現在）
＜コンビニエンスストア＞
・セブン-イレブン
・ローソン
・サークルK
・サンクス
・ファミリーマート
・セイコーマート
・コミュニティ・ストア
・セーブオン

＜スーパー等＞
・イオンリテール（※）
・Ａコープ北東北（※）
・エーコープ鹿児島（※）
※一部店舗のみご利用い
ただけます。



けん制文字

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写
複写 複写 複写

複写 複写 複写

おもて面 うら面

住民票データ

スクランブル画像
QRコード

けん制文字

偽造防止検出画像

［スクランブル画像］

コンビニエンスストア等で取得した証明書には、
高度な偽造・改ざん防止技術が
施されています。
個人番号カードを利用することで、住民票の写しや印鑑登録証明書等を、
全国のコンビニエンスストア等で取得できます。
証明書のうら面には偽造や改ざんを防止する技術が利用されています。
住基カードでもコンビニ交付の利用が可能です。

■ コンビニエンスストア等で取得できる証明書のイメージ
取得できる証明書は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍
証明書、戸籍の附票の写しです。なお、戸籍証明書と戸籍の附票の写しについては、お住まいの市区
町村と本籍の市区町村が異なる方へも対応しています。
コンビニエンスストア等で発行された証明書は、Ａ４サイズの普通紙です。実際の証明書は市区町村
指定の様式になります。

［偽造防止検出画像］
元画像 スクランブル画像

暗号技術を用いて
スクランブル

暗号を解除し復元

証明書データに暗号処理を施し、生成したスクランブル画像
をうら面に印刷します。問い合わせサイト（次ページ参照）を
通じて、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示される
ので、おもて面と見比べて内容が改ざんされていないことを
確認できます。

偽造防止のために印刷されている画像です。この
画像には、目視で確認できる画像（可視画像）に加
え、可視画像の中に隠れている画像（潜像画像）が
印刷されています。特殊な画像確認器具を利用
することで、潜像画像を確認できます。

［けん制文字］
コピー防止印刷が施さ
れています。コピーする
と、『複写』というけん制
文字が浮き上がります。

［QRコード］
スクランブル画像ととも
に印刷されるコード情
報です。



証明書に記載された内容が
改ざんされていないかの
チェックができます。

■ 問い合わせサイトの仕組み

［利用に必要なシステム環境］

証明書のうら面をスキャナで読み取って、
インターネット上の「問い合わせサイト」で
確認できます。

うら面

インターネットインターネット

画像データ送信

暗号解除画像送信

スキャナ読取

お客さまから受け取った証明書の
うら面全体を、スキャナで読み取り、
ファイルに保存します。

問い合わせサイトにアクセスし、画面
表示に従って保存したファイルを送り
ます。

暗号を解除した画像が画面に表示さ
れます。証明書のおもて面と見比べて
改ざんされていないことを確認します。

■ 問い合わせサイトの使い方

■ 問い合わせサイトのURL https://cdid.lg-waps.jp/

受取先機関 問い合わせサイト

●インターネットに接続したパソコン（OS：Windows 7以降、ブラウザ：Internet Explorer 10以降）
●スキャナ（読取A4サイズ、カラー300dpiでスキャニングできる機器）
●Adobe Reader
※ Windows Vista、Windows、Microsoft、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※ Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標または登録商標です。

※スキャナの設定内容については、下記問い合わせサイトをご覧ください。



コンビニエンスストア等事業者
または市区町村※

キオスク端末

個人番号カード

地方公共団体

広域交付サーバ等

中継暗号化サーバ
偽造防止・改ざん防止

証明書

A 市

証明発行サーバ

証明書交付に
必要な情報

既存住基
システム

証明書のPDFデータを作成

B 町

証明発行サーバ

証明書交付に
必要な情報

既存住基
システム

C 村

証明発行サーバ

証明書交付に
必要な情報

既存住基
システム

線
回
用
専

N
A
W
G
L

公的個人認証サーバ等

証明書交付
センター

公的個人認証
サービスセンター

■ コンビニエンスストア等における証明書交付のシステム構成イメージ

■ 地方公共団体のシステムに必要な要件

証明発行サーバの
構築

LGWAN公開
セグメントの構築

証明発行サーバとLGWANを接続するために必要なLGWAN公開セグメントの構築を
行ってください。詳細は、J-LISホームページの総合行政ネットワークのページをご参
照ください。

詳細な資料をご希望の方は、J-LIS研究開発部（TEL 03-5214-8002）までお問合わせください。
なお、導入後に必要な経費は、上記システムの運用保守費に加え、証明書交付センターの運営負担金、コンビニエンス
ストア等への委託手数料があります。

※市区町村の庁舎内においても必要な条件を満たせば、キオスク端末を設置することが可能

コンビニエンスストア等で証明書を交付可能とするために必要な機能（証明書データ
のPDF化・規定された電文応答プログラム等）を備えたサーバを構築してください。個
人番号カードでは、条例利用方式（カードAP認証）だけでなく公的個人認証方式
（JPKI認証）に対応することが可能です。なお、住基カードでは、条例利用方式のみの
対応となります。詳細は、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）ホームページのコ
ンビニ交付のページをご参照ください。

既存住基システムの
改修

証明発行サーバと情報連携を行うための既存住基システムの改修を行ってください。

ICカード標準システム
基本システムの構築
（条例利用方式を採用
する場合に必要）

ICチップの空き領域を条例利用領域として設定し、カードAPを搭載するためのソフ
トウェア（ICカード標準システム）を、J-LISが無償で提供していますので、地方公共
団体は、ハードウェア、ミドルウェア等の調達及び構築を実施してください。詳細は、
J-LISホームページのICカード標準システムのページをご参照ください。



便 利 ＆ 簡 単

個人番号カードを使って、コンビニエンスストア等で
証明書の取得ができます。

お昼休みや夜間、さらに休日でも、
自分の都合にあわせて取得できます。
※サービス提供時間：6：30～23：00
　（12/29～1/3を除く）

お住まいの市区町村に関わらず、
全国のコンビニエンスストア等で
取得できます。

公的個人認証方式の場合は、利用手続きをせずに証明書交付サービスの
利用が可能です。なお、条例利用方式の場合は、証明書交付サービスの
利用手続きが済んだ個人番号カードが必要です。

証明書が急に必要になった時も、
出先ですぐに取得できます。

コンビニエンスストア等での証明書交付のポイント
申請者本人が、キオスク端末にて、申請から交付まで
他人の目に触れず手続きを行うため、安心してご利用いただけます。

専用の通信ネットワークの利用、通信内容の暗号化及び
証明書交付センターとキオスク端末で証明書データを保持しない
ことにより、個人情報漏えい防止対策を実施しています。

証明書交付センターにて、証明書データに共通的に偽造・改ざん
防止処理を施し、キオスク端末でＡ４普通紙に印刷しているため、
地方公共団体において改ざん防止専用紙を準備する必要がありません。

キオスク端末の画面表示や音声案内により、個人番号カード及び証明書
の取り忘れ防止対策を実施しています。

H28.7　第9版　作成・配布　地方公共団体情報システム機構

総務省 http://www.soumu.go.jp/

地方公共団体情報システム機構（J-LIS） https://www.j-lis.go.jp/

コンビニ交付ポータルサイト 
https://www.lg-waps.jp/

市区町村の対応状況やキオスク端末の
ご利用方法などがご覧いただけます。


