
①メニューからアカウント登録を選択 ②メールアドレス等を入力し利用規約に同意

※迷惑メール対策等によりメールの受信拒否設定をされている方は、本システムのドメイン「kei-reserve.jp」を
指定受信設定してください。

※すでに登録されているメールアドレスは利用できません。

※迷惑メール対策等によりメールの受信拒否設定をされれて
指定受信設定してください。

③登録したメールアドレスへ送信 ④アカウント仮登録完了

電話での検査予約（２／２）

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考・記載例

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の欄外左
上に記載されている５桁の番号を入力してください。欄
外左上に番号の記載がない場合は、ゼロを５回入力して
ください。

「欄外左上記載の
５桁の番号」

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の欄外右
上に記載されている、年月日を入力します。
「１」元号が平成の場合
「８」元号が昭和の場合

平成「１」
または
昭和「８」

続いて、年月日を６桁で入力します。
例えば平成５年９月１日の場合、「０５０９０１」と入
力します。

「欄外右上記載の
年月日６桁」

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）に記載さ
れている車両番号の下４桁の数字を入力してください。
４桁に満たない場合は先頭から０を入力し４桁にしてく
ださい。例えば「５」の場合は「０００５」と入力して
ください。

「車両番号の
下４桁」

※案内される場合があります。
受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）に記載さ
れている有効期間の満了する日を入力します。
「１」元号が平成の場合
「８」元号が昭和の場合

平成「１」
または
昭和「８」

※案内される場合があります。
続いて、年月日を６桁で入力します。例えば平成５年９
月１日の場合、「０５０９０１」と入力します。

「有効期間が満了す
る日の年月日６桁」

※案内される場合があります。
受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の備考欄
１行目に記載されている地名を確認します。
「１」記載されている地名が【○○】の場合
「２」それ以外の場合

「１」
または
「２」

※手順２０で「２」を選択された場合のみ案内されます。
地名の絞り込みを行います。

地区を選択します。
「１」北海道地区 「２」東北地区 「３」関東地区
「４」北陸・信越地区 「５」中部地区
「６」近畿地区 「７」中国地区 「８」四国地区
「９」九州地区 「０」沖縄地区

「１」～「０」

都道府県を選択します。
「１」○○県、「２」○○県 「３」○○県…
「０」地区選択に戻る場合

該当する都道府県
の番号

北海道地区と沖縄地区を選択された場合は、
案内されません。

備考欄の地名が、
「１」○○ 「２」○○ 「３」○○…
「０」都道府県選択に戻る場合

該当する地名
の番号

北海道地区と沖縄地区を選択された場合は、
「０」地区選択に戻る場合
と案内されます。

確認します。○○事務所、○月○日、
○ラウンド（前半・後半）、○○検査
「１」この内容で良い場合
「０」予約をせずにメニューに戻る場合

「１」

予約を受け付けました。
メモのご用意をお願いします。

予約番号は○○○○○○です。
繰り返します。
予約番号は○○○○○○です。

これで予約は完了です。ご案内した予約番号を
メモしたうえ検査当日に窓口へお持ち下さい。

「１」もう一度予約番号を確認する場合
「２」もう一台予約する場合
「３」この予約結果のＦＡＸ送信をご希望の場合
「０」メニューに戻る場合
終了する場合は、電話をお切りください。

ご希望の番号

「２」を選択し、予約を繰り返された場合は、
この検査予約結果のＦＡＸは送信できませんの
でご注意ください。

「３」は『ＦＡＸ付きの電話でおかけの場合』
を選択された場合のみ案内されます。

【車両情報入力】
備考・記載例を参考に、お手元にご準備いただいた『自動車検査証』または『自動車検査証返納証明書』の情報を入力
してください。※新規検査（新車）及び予備検査（新車）は除く。
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⑦予約を選択 ⑧

⑨都道府県を選択

検査の予約をされる方は、お手元に受検されるお車の『自動車検査証』または『自動車検査
証返納証明書』をご準備ください。※新規検査（新車）及び予備検査（新車）は除く

⑤受領メールのURLをクリックし登録完了 ⑪受検日時を選択

※アカウントIDは、登録されたメールアドレスです。

⑧検査種別を選択

⑩事務所を選択

⑥メニューからログインを選択

※アカウント登録は初回のみ必要です。
　2回目以降は、本画面からログインしてください。

※同一車両で予約可能期間内に複数の予約はできません。
※新規検査（新車）及び予備検査（新車）の場合は車両情
報の入力はありません。

※予約内容はご登録のメールアドレスに送付されます。

⑫受検されるお車の車両番号等を入力

※同一車両で予約可能期間内に複数の予約はできません。

⑬予約内容を確認して予約完了 ⑭予約番号を控え検査当日に窓口へ

※予約内容はご登録のメールアドレスに送付されます。

- 3 -- 2 -



⑦予約を選択 ⑧

⑨都道府県を選択

検査の予約をされる方は、お手元に受検されるお車の『自動車検査証』または『自動車検査
証返納証明書』をご準備ください。※新規検査（新車）及び予備検査（新車）は除く

⑤受領メールのURLをクリックし登録完了 ⑪受検日時を選択

※アカウントIDは、登録されたメールアドレスです。

⑧検査種別を選択

⑩事務所を選択

⑥メニューからログインを選択

※アカウント登録は初回のみ必要です。
　2回目以降は、本画面からログインしてください。

※同一車両で予約可能期間内に複数の予約はできません。
※新規検査（新車）及び予備検査（新車）の場合は車両情
報の入力はありません。

※予約内容はご登録のメールアドレスに送付されます。

⑫受検されるお車の車両番号等を入力

※同一車両で予約可能期間内に複数の予約はできません。

⑬予約内容を確認して予約完了 ⑭予約番号を控え検査当日に窓口へ

※予約内容はご登録のメールアドレスに送付されます。

- 3 -- 2 -



固定電話（ＦＡＸ付き電話）での検査予約
※予約にはアカウント登録・車両情報の入力が必要です

受検を希望される事務所の検査予約システムの電話番号へ電話をおかけください。
※新規検査及び構造等変更検査は「使用の本拠の位置」を管轄する事務所・支所・分室でなければ、受けることがで
きません。

※検査時に必要な書類等に関するお問合せはコールセンターへおかけください。
　なお、コールセンターでは検査の予約を受け付けておりませんのでご注意ください。

札幌主管事務所
函館事務所
旭川事務所
室蘭事務所
釧路事務所
帯広事務所
北見事務所
宮城主管事務所
青森事務所
八戸支所

岩手事務所
秋田事務所
山形事務所
庄内支所

福島事務所
いわき支所

東京主管事務所
練馬支所
足立支所
八王子支所
多摩支所

茨城事務所
土浦支所

栃木事務所
佐野支所

群馬事務所
埼玉事務所
所沢支所
熊谷支所
春日部支所

千葉事務所
習志野支所
袖ヶ浦支所
野田支所

神奈川事務所
湘南支所
相模支所

山梨事務所
新潟主管事務所
長岡支所

富山事務所
石川事務所
長野事務所
松本支所

愛知主管事務所
豊橋支所
三河支所
小牧支所

福井事務所
岐阜事務所
静岡事務所
浜松支所
沼津支所

三重事務所
大阪主管事務所
高槻支所
和泉支所

滋賀事務所
京都事務所
奈良事務所
和歌山事務所
兵庫事務所
姫路支所

広島主管事務所
福山支所

鳥取事務所
島根事務所
岡山事務所
山口事務所
香川主管事務所
徳島事務所
愛媛事務所
高知事務所
福岡主管事務所
北九州支所
久留米支所
筑豊支所

佐賀事務所
長崎事務所
佐世保支所
厳原分室

熊本事務所
大分事務所
宮崎事務所
鹿児島事務所
奄美分室

沖縄事務所
宮古分室
八重山分室

スマートフォン、携帯電話の専用画面もあります。
※アカウント登録から予約の流れはパソコン予約と同様です。

★携帯電話画面

★スマートフォン画面

★携帯電話画面
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固定電話（ＦＡＸ付き電話）での検査予約
※予約にはアカウント登録・車両情報の入力が必要です
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【事前準備】アカウント登録には発信者番号を通知していただく必要がありますのでご使用のお電話の発信者番号
通知設定をお願いします。非通知に設定されている場合、電話番号の先頭に186を付けて発信することで通知され
ます。併せてメモのご準備をお願いします。なお、既に登録されている電話番号はご利用できません。

【事前準備】
メモのご準備をお願いします。お手元に『自動車検査証』または『自動車検査証返納証明書』をご準備ください。※新
規検査（新車）及び予備検査（新車）の予約は除きます。

電話でのアカウント登録

次項『電話での検査予約』手順７にスキップ
します。

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考

こちらは軽自動車検査協会○○事務所検査予約システム
です。検査予約システムのご利用には、アカウントが必
要です。
「１」アカウントをお持ちの方
「２」アカウントをお持ちでない方
「３」暗証番号をお忘れになり、再設定する方
「４」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方

「 」
または
「４」

ダイヤル回線をご利用の場合は、プッシュトー
ンへ切り替えてください。

アナウンスの途中でも入力できます。ただし、
部分では入力できません。

「４」は、ＦＡＸ機能付き電話からおかけの方
のみご利用できます。ＦＡＸ送信後、電話は切
断されます。お手数ですが、再度おかけ直しの
うえ、アカウント登録をお願いします。

アカウントの登録には発信者番号の通知が必要です。
発信者番号の通知設定を行っていない場合は、電話をお
切りになり、設定を行ったうえで再度おかけ直しくださ
い。また、当システムのご利用には利用規約に同意して
頂く必要があります。検査の予約はインターネットでも
簡単に行うことができます。詳しくは軽自動車検査協会
ホームページをご覧ください。

これから利用規約を読み上げます。利用規約の読み上げ
には約１５分ほどかかります。軽自動車検査協会ホーム
ページや全国の事務所でもご案内しています。
最新の利用規約は平成○年○月○日付けとなります。

「１」
または
「 」
または
「３」

利用規約はホームページや事務所でもご案内し
ています。

「２」は、ＦＡＸ機能付き電話からおかけの方
のみご利用できます。ＦＡＸ送信後、電話は切
断されます。

「３」は、利用規約のアナウンス中に任意の
番号をプッシュすることでスキップできます。

「１」既に利用規約を確認された方
「２」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方
「３」このままお聞きになる場合

（ ）

※手順３で「３」を選択された場合のみ案内されます。
読み上げている途中でも任意の番号をプッシュすること
でスキップすることができます。

（利用規約の読み上
げをスキップする
場合は任意の番号）利用規約免責～

「１」利用規約に同意される場合
「２」利用規約を再確認されたい場合
同意いただけない場合は、電話をお切りください。

「１」

お手元にメモのご用意をお願いします。
現在おかけになっている電話番号で登録を行います。
「１」一般ユーザー
「２」車検代行事業者

「１」
または
「２」

車検の代行を事業として行っている方は「２」
を選択してください。

登録する暗証番号を４桁で入力してください。
この暗証番号はログインの際に毎回必要となります。

暗証番号は、○○○○ですね。

「１」「１」この番号で良い場合
「２」もう一度お聞きになる場合
「３」修正する場合

暗証番号をお忘れになった際に必要となる再設定用番号
を登録します。４桁以上８桁以下の数字を入力してくだ
さい。最後に「＃」をプッシュしてください。

＃
再設定用番号は、○○○○○○○○ですね。

「１」「１」この番号で良い場合
「２」もう一度お聞きになる場合
「３」修正する場合

アカウント登録が完了しました。

「１」
または
電話切断

アカウント はおかけになった電話の番号で
す。アカウントＩＤは○○○○○○○○○○○です。

６ヶ月以上ご利用がないアカウントは削除されますので、
お気を付けください。

「１」つづけてログインする場合
「２」もう一度お聞きになる場合
終了する場合は電話をお切りください。

「１」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの場合
「２」その他の電話でおかけの場合 「１」

または
「 」

「１」を選択された場合は、１件分の検査予約
結果をＦＡＸで受信することができます。

次項『電話での検査予約』手順７にスキップ
します。

電話での検査予約（１／２）

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考

こちらは軽自動車検査協会○○事務所検査予約システム
です。検査予約システムのご利用には、アカウントが必
要です。
「１」アカウントをお持ちの方
「２」アカウントをお持ちでない方
「３」暗証番号をお忘れになり、再設定する方
「４」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方

「１」

ダイヤル回線をご利用の場合は、プッシュトー
ンへ切り替えてください。

アナウンスの途中でも入力できます。ただし、
部分では入力できません。

「３」を選択された場合は、アカウント登録時
に入力された数字４桁以上８桁以下の再設定用
番号が必要です。

ログインを行います。
「１」アカウント登録を行った電話番号からおかけの方
「２」その他の電話番号からおかけの方

「１」
または
「２」

※手順２で「２」を選択された場合のみ案内されます。
アカウントＩＤを入力し、最後に「＃」をプッシュして
ください。

「アカウントＩＤ」
（登録した電話番号）

と「＃」

４桁の暗証番号を入力してください。 「４桁の暗証番号」
「１」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの場合
「２」その他の電話でおかけの場合

「１」
または
「２」

「１」を選択された場合は、 件分の検査予約
結果をＦＡＸで受信することができます。

ログインが完了しました。

メニューです。
「１」検査の予約を行う場合
「２」予約の確認・日時変更・取消を行う場合
「３」受検日または予約番号の照会を行う場合
「４」予約状況のＦＡＸ送信をご希望の場合
「５」アカウント情報の変更を行う場合

「１」

「４」は、手順５で「１」を選択された場合
のみ案内されます。

検査の予約を行います。
「１」継続検査の場合
「２」構造等変更検査の場合
「３」新規検査・予備検査の場合
「０」メニューに戻る場合

「１」
または
「２」
または
「３」

※手順８で「３」を選択された場合のみ案内されます。
「１」中古車の場合
「２」新車の場合

「１」
または
「２」

継続検査（構造等変更検査／中古車の新規検査・予備検
査）の予約を行います。予約には、自動車検査証（返納
証明書）に記載されている項目を入力する必要がありま
す。お手元に受検されるお車の自動車検査証（返納証明
書）とメモをご用意ください。
土日祝日及び、１２月２９日から１月３日までを除く、
○月○日から○月○日までの予約を受け付けています。
ご希望の受検日を２桁で入力してください。
例えばツイタチの場合は「０１」と入力してください。

受検日は予約を確認の際に予約番号と併せて
必要になります。必ずメモをお取りください。

○月○日ですね。
ご希望のラウンドを選択してください。
予約可能なラウンドをご案内します。
「１」１ラウンド
「２」２ラウンド
「３」３ラウンド
「４」４ラウンド
「８」各ラウンドの受付時間を聞きたい場合
「９」別の受検日をご希望の場合

「１」～「４」

※案内される場合があります。
予約可能な時間帯をご案内します。
「１」○ラウンドの前半
「２」○ラウンドの後半
「３」ラウンドを変更する場合
「４」受検日を変更する場合

「１」
または
「２」

事務所や受検日により案内される場合がありま
す。

○ラウンド（前半・後半）ですね。 手順９で『「２」新車の場合』を選択された
場合のみ手順２２にスキップします。

- 7 -- 6 -



【事前準備】アカウント登録には発信者番号を通知していただく必要がありますのでご使用のお電話の発信者番号
通知設定をお願いします。非通知に設定されている場合、電話番号の先頭に186を付けて発信することで通知され
ます。併せてメモのご準備をお願いします。なお、既に登録されている電話番号はご利用できません。

【事前準備】
メモのご準備をお願いします。お手元に『自動車検査証』または『自動車検査証返納証明書』をご準備ください。※新
規検査（新車）及び予備検査（新車）の予約は除きます。

電話でのアカウント登録

次項『電話での検査予約』手順７にスキップ
します。

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考

こちらは軽自動車検査協会○○事務所検査予約システム
です。検査予約システムのご利用には、アカウントが必
要です。
「１」アカウントをお持ちの方
「２」アカウントをお持ちでない方
「３」暗証番号をお忘れになり、再設定する方
「４」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方

「 」
または
「４」

ダイヤル回線をご利用の場合は、プッシュトー
ンへ切り替えてください。

アナウンスの途中でも入力できます。ただし、
部分では入力できません。

「４」は、ＦＡＸ機能付き電話からおかけの方
のみご利用できます。ＦＡＸ送信後、電話は切
断されます。お手数ですが、再度おかけ直しの
うえ、アカウント登録をお願いします。

アカウントの登録には発信者番号の通知が必要です。
発信者番号の通知設定を行っていない場合は、電話をお
切りになり、設定を行ったうえで再度おかけ直しくださ
い。また、当システムのご利用には利用規約に同意して
頂く必要があります。検査の予約はインターネットでも
簡単に行うことができます。詳しくは軽自動車検査協会
ホームページをご覧ください。

これから利用規約を読み上げます。利用規約の読み上げ
には約１５分ほどかかります。軽自動車検査協会ホーム
ページや全国の事務所でもご案内しています。
最新の利用規約は平成○年○月○日付けとなります。

「１」
または
「 」
または
「３」

利用規約はホームページや事務所でもご案内し
ています。

「２」は、ＦＡＸ機能付き電話からおかけの方
のみご利用できます。ＦＡＸ送信後、電話は切
断されます。

「３」は、利用規約のアナウンス中に任意の
番号をプッシュすることでスキップできます。

「１」既に利用規約を確認された方
「２」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方
「３」このままお聞きになる場合

（ ）

※手順３で「３」を選択された場合のみ案内されます。
読み上げている途中でも任意の番号をプッシュすること
でスキップすることができます。

（利用規約の読み上
げをスキップする
場合は任意の番号）利用規約免責～

「１」利用規約に同意される場合
「２」利用規約を再確認されたい場合
同意いただけない場合は、電話をお切りください。

「１」

お手元にメモのご用意をお願いします。
現在おかけになっている電話番号で登録を行います。
「１」一般ユーザー
「２」車検代行事業者

「１」
または
「２」

車検の代行を事業として行っている方は「２」
を選択してください。

登録する暗証番号を４桁で入力してください。
この暗証番号はログインの際に毎回必要となります。

暗証番号は、○○○○ですね。

「１」「１」この番号で良い場合
「２」もう一度お聞きになる場合
「３」修正する場合

暗証番号をお忘れになった際に必要となる再設定用番号
を登録します。４桁以上８桁以下の数字を入力してくだ
さい。最後に「＃」をプッシュしてください。

＃
再設定用番号は、○○○○○○○○ですね。

「１」「１」この番号で良い場合
「２」もう一度お聞きになる場合
「３」修正する場合

アカウント登録が完了しました。

「１」
または
電話切断

アカウント はおかけになった電話の番号で
す。アカウントＩＤは○○○○○○○○○○○です。

６ヶ月以上ご利用がないアカウントは削除されますので、
お気を付けください。

「１」つづけてログインする場合
「２」もう一度お聞きになる場合
終了する場合は電話をお切りください。

「１」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの場合
「２」その他の電話でおかけの場合 「１」

または
「 」

「１」を選択された場合は、１件分の検査予約
結果をＦＡＸで受信することができます。

次項『電話での検査予約』手順７にスキップ
します。

電話での検査予約（１／２）

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考

こちらは軽自動車検査協会○○事務所検査予約システム
です。検査予約システムのご利用には、アカウントが必
要です。
「１」アカウントをお持ちの方
「２」アカウントをお持ちでない方
「３」暗証番号をお忘れになり、再設定する方
「４」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの方で利用規約の

ＦＡＸ送信をご希望の方

「１」

ダイヤル回線をご利用の場合は、プッシュトー
ンへ切り替えてください。

アナウンスの途中でも入力できます。ただし、
部分では入力できません。

「３」を選択された場合は、アカウント登録時
に入力された数字４桁以上８桁以下の再設定用
番号が必要です。

ログインを行います。
「１」アカウント登録を行った電話番号からおかけの方
「２」その他の電話番号からおかけの方

「１」
または
「２」

※手順２で「２」を選択された場合のみ案内されます。
アカウントＩＤを入力し、最後に「＃」をプッシュして
ください。

「アカウントＩＤ」
（登録した電話番号）

と「＃」

４桁の暗証番号を入力してください。 「４桁の暗証番号」
「１」ＦＡＸ機能付き電話でおかけの場合
「２」その他の電話でおかけの場合

「１」
または
「２」

「１」を選択された場合は、 件分の検査予約
結果をＦＡＸで受信することができます。

ログインが完了しました。

メニューです。
「１」検査の予約を行う場合
「２」予約の確認・日時変更・取消を行う場合
「３」受検日または予約番号の照会を行う場合
「４」予約状況のＦＡＸ送信をご希望の場合
「５」アカウント情報の変更を行う場合

「１」

「４」は、手順５で「１」を選択された場合
のみ案内されます。

検査の予約を行います。
「１」継続検査の場合
「２」構造等変更検査の場合
「３」新規検査・予備検査の場合
「０」メニューに戻る場合

「１」
または
「２」
または
「３」

※手順８で「３」を選択された場合のみ案内されます。
「１」中古車の場合
「２」新車の場合

「１」
または
「２」

継続検査（構造等変更検査／中古車の新規検査・予備検
査）の予約を行います。予約には、自動車検査証（返納
証明書）に記載されている項目を入力する必要がありま
す。お手元に受検されるお車の自動車検査証（返納証明
書）とメモをご用意ください。
土日祝日及び、１２月２９日から１月３日までを除く、
○月○日から○月○日までの予約を受け付けています。
ご希望の受検日を２桁で入力してください。
例えばツイタチの場合は「０１」と入力してください。

受検日は予約を確認の際に予約番号と併せて
必要になります。必ずメモをお取りください。

○月○日ですね。
ご希望のラウンドを選択してください。
予約可能なラウンドをご案内します。
「１」１ラウンド
「２」２ラウンド
「３」３ラウンド
「４」４ラウンド
「８」各ラウンドの受付時間を聞きたい場合
「９」別の受検日をご希望の場合

「１」～「４」

※案内される場合があります。
予約可能な時間帯をご案内します。
「１」○ラウンドの前半
「２」○ラウンドの後半
「３」ラウンドを変更する場合
「４」受検日を変更する場合

「１」
または
「２」

事務所や受検日により案内される場合がありま
す。

○ラウンド（前半・後半）ですね。 手順９で『「２」新車の場合』を選択された
場合のみ手順２２にスキップします。
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①メニューからアカウント登録を選択 ②メールアドレス等を入力し利用規約に同意

※迷惑メール対策等によりメールの受信拒否設定をされている方は、本システムのドメイン「kei-reserve.jp」を
指定受信設定してください。

※すでに登録されているメールアドレスは利用できません。

※迷惑メール対策等によりメールの受信拒否設定をされれて
指定受信設定してください。

③登録したメールアドレスへ送信 ④アカウント仮登録完了

電話での検査予約（２／２）

手順 アナウンス内容 入力する番号 備考・記載例

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の欄外左
上に記載されている５桁の番号を入力してください。欄
外左上に番号の記載がない場合は、ゼロを５回入力して
ください。

「欄外左上記載の
５桁の番号」

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の欄外右
上に記載されている、年月日を入力します。
「１」元号が平成の場合
「８」元号が昭和の場合

平成「１」
または
昭和「８」

続いて、年月日を６桁で入力します。
例えば平成５年９月１日の場合、「０５０９０１」と入
力します。

「欄外右上記載の
年月日６桁」

受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）に記載さ
れている車両番号の下４桁の数字を入力してください。
４桁に満たない場合は先頭から０を入力し４桁にしてく
ださい。例えば「５」の場合は「０００５」と入力して
ください。

「車両番号の
下４桁」

※案内される場合があります。
受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）に記載さ
れている有効期間の満了する日を入力します。
「１」元号が平成の場合
「８」元号が昭和の場合

平成「１」
または
昭和「８」

※案内される場合があります。
続いて、年月日を６桁で入力します。例えば平成５年９
月１日の場合、「０５０９０１」と入力します。

「有効期間が満了す
る日の年月日６桁」

※案内される場合があります。
受検されるお車の自動車検査証（返納証明書）の備考欄
１行目に記載されている地名を確認します。
「１」記載されている地名が【○○】の場合
「２」それ以外の場合

「１」
または
「２」

※手順２０で「２」を選択された場合のみ案内されます。
地名の絞り込みを行います。

地区を選択します。
「１」北海道地区 「２」東北地区 「３」関東地区
「４」北陸・信越地区 「５」中部地区
「６」近畿地区 「７」中国地区 「８」四国地区
「９」九州地区 「０」沖縄地区

「１」～「０」

都道府県を選択します。
「１」○○県、「２」○○県 「３」○○県…
「０」地区選択に戻る場合

該当する都道府県
の番号

北海道地区と沖縄地区を選択された場合は、
案内されません。

備考欄の地名が、
「１」○○ 「２」○○ 「３」○○…
「０」都道府県選択に戻る場合

該当する地名
の番号

北海道地区と沖縄地区を選択された場合は、
「０」地区選択に戻る場合
と案内されます。

確認します。○○事務所、○月○日、
○ラウンド（前半・後半）、○○検査
「１」この内容で良い場合
「０」予約をせずにメニューに戻る場合

「１」

予約を受け付けました。
メモのご用意をお願いします。

予約番号は○○○○○○です。
繰り返します。
予約番号は○○○○○○です。

これで予約は完了です。ご案内した予約番号を
メモしたうえ検査当日に窓口へお持ち下さい。

「１」もう一度予約番号を確認する場合
「２」もう一台予約する場合
「３」この予約結果のＦＡＸ送信をご希望の場合
「０」メニューに戻る場合
終了する場合は、電話をお切りください。

ご希望の番号

「２」を選択し、予約を繰り返された場合は、
この検査予約結果のＦＡＸは送信できませんの
でご注意ください。

「３」は『ＦＡＸ付きの電話でおかけの場合』
を選択された場合のみ案内されます。

【車両情報入力】
備考・記載例を参考に、お手元にご準備いただいた『自動車検査証』または『自動車検査証返納証明書』の情報を入力
してください。※新規検査（新車）及び予備検査（新車）は除く。
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