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１．利用車番号サービス事業者に関連する手続き 
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1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 
1.1-1．「利用車番号管理基準および条件」の貸与 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00101
利用車番号管理基準および条件の
貸与申請書／受理書

A00101
利用車番号管理基準および条件の
貸与申請書／受理書

000100 利用車番号管理基準および条件

000125
利用車番号照会サービスの利用に
関する契約の締結申込書

000126
利用車番号照会サービス利用に
関する契約書

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ



4 

1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 

1.1-2．利用車番号照会サービス契約手続き 

1.1-2-1．利用車番号照会サービス契約 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

000125
利用車番号照会サービスの利用に
関する契約の締結申込書

内部管理規程　等

000126

000110 利用車番号サービス事業者登録規程

A00102
利用車番号サービス事業者登録
　　　　　　　　　申請書／受理書

A00103
利用車番号サービス事業者証明書
　　　　　　　更新申請書／受理書

A00104
利用車番号サービス事業者登録解約
　　　　　　　　　申請書／受理書

A00106
利用車番号サービス事業者
          事業継続申請書／受理書

利用車番号照会サービス利用に関する契約書（捺印後、相互１通保管）

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 

1.1-2-2．照会見込み件数の変更契約 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

B00005
利用車番号照会見込み件数
変更申請書／受理書

B00005
利用車番号照会見込み件数
変更申請書／受理書

変更契約書（利用車番号照会サービス利用に関する契約）

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 
1.1-3．利用車番号サービス事業者登録手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00102
利用車番号サービス事業者登録
　　　　　　　　　申請書／受理書

A00102
利用車番号サービス事業者登録
　　　　　　　　　申請書／受理書

サービス事業者登録証明書
（電子証明書）

000030 利用車番号路側機管理規程

A00201 活性化情報発行申請書／受理書

A00203
利用車番号路側機廃棄
　　　　　　　申請書／受理書

A00205
利用車番号路側機移設等変更
　　　　　　　届出書／受理書

B00001 利用車番号照会申請書／受理書

B00003 利用車番号削除申請書／受理書

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ



7 

1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 
1.1-3-1．利用車番号サービス事業者証明書更新手続き 

1.1-3-2．利用車番号サービス事業者登録更新手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00103
利用車番号サービス事業者証明書
　　　　　　更新申請書／受理書

A00103
利用車番号サービス事業者証明書
　　　　　　更新申請書／受理書

サービス事業者登録証明書
（電子証明書）

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00106
利用車番号サービス事業者
　　　事業継続申請書／受理書

A00106
利用車番号サービス事業者
　　　事業継続申請書／受理書

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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1.1 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き 
1.1-3-3．利用車番号サービス事業者の解約手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00104
利用車番号サービス事業者登録
　　　　　　　解約申請書／受理書

A00203
利用車番号路側機廃棄
　　　　　　　申請書／受理書

サービス事業者登録証明書
（電子証明書）

活性化情報（電子データ）

利用車番号（電子データ）

A00104
利用車番号サービス事業者登録
　　　　　　　解約申請書／受理書

A00105
利用車番号サービス事業者解約
　　　　　　　　　完了通知書

A00203
利用車番号路側機廃棄
　　　　　　　申請書／受理書

A00204
利用車番号路側機廃棄登録

　　　　　完了通知書／返納書（注４）

活性化情報抹消ソフト

A00204
利用車番号路側機廃棄登録

　　　　　完了通知書／返納書（注４）

活性化情報抹消ソフト

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ

※４　サービス事業者依頼で路側機製造者作業あり
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1.2 利用車番号路側機調達・設置手続き 

路側機の調達 

1.2-1．利用車番号路側管理番号の取得手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00033
利用車番号路側管理番号発行

　　　　　　申請書／受理書（※２）

A00033
利用車番号路側管理番号発行
　　　　　　　申請書／受理書

A00034 利用車番号路側管理番号通知書

※２　路側機製造者主体申請（サービス事業者連名）

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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1.2 利用車番号路側機調達・設置手続き 
1.2-2．利用車番号路側機活性化情報の取得手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00201 活性化情報発行申請書／受理書(※３)

A00201 活性化情報発行申請書／受理書

A00202 活性化情報通知書／受理書

A00202 活性化情報通知書／受理書（※４）

※３　路側機製造者主体申請（サービス事業者連名）
※４　サービス事業者依頼で路側機製造者作業あり

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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1.2 利用車番号路側機調達・設置手続き 
1.2-3．利用車番号路側機移設手続き 

1.2-4．利用車番号路側機廃棄手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00205
利用車番号路側機移設等
　　　　　　　変更届出書／受理書

A00205
利用車番号路側機移設等
　　　　　　　変更届出書／受理書

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00203
利用車番号路側機廃棄
　　　　　申請書／受理書

A00203
利用車番号路側機廃棄
　　　　　申請書／受理書

A00204
利用車番号路側機廃棄登録

　　　　　完了通知書／返納書（注４）

A00204
利用車番号路側機廃棄登録

　　　　　完了通知書／返納書（注４）

注４　サービス事業者依頼で路側機製造者作業あり

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ

活性化情報抹消ソフトと実施ログ
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利用車番号照会サービス 
オンライン化申請書／受理書 

1.3 利用車番号照会手続き 

1.3-1．オンライン照会 

1.3-1-2．オンライン照会 

  オンラインによる照会時には、申請書類は不要です。 

   通信ソフトおよび電子証明書が格納された端末機器にて利用車番号の照会を行います。 

1.3-1-1．オンライン化手続き 

  オンラインで照会利用車番号の提供を受けるサービス事業者は、運用開始に先立ち 

  動作確認試験を実施する。 

書類No 書 類 名 書類No 書 類 名 

A00107 

サービス事業者からITS-TEAへ ITS-TEAからサービス事業者へ 

A00107 利用車番号照会サービス 
オンライン化申請書／受理書 
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1.3 利用車番号照会手続き 

1.3-2．オフライン照会 

1.3-2-1．オフライン利用車番号照会 

1.3-2-2．オフライン利用車番号照会データ削除 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

B00001 利用車番号照会申請書／受理書

B00001 利用車番号照会申請書／受理書

B00002 利用車番号照会結果通知書

照会利用車番号格納媒体

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

B00003 利用車番号削除申請書／受理書

B00003 利用車番号削除申請書／受理書

B00004 利用車番号削除通知書

サービス事業者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡからサービス事業者へ
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２．利用車番号路側機製造者に関連する手続き 
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2.1 利用車番号変換ソフトの貸与手続き 
2.1-1．利用車番号変換ソフトの貸与基準および条件の貸与手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00011
利用車番号変換ソフトの貸与に係る
貸与基準および条件の貸与
申請書／受理書

A00011
利用車番号変換ソフトの貸与に係る
貸与基準および条件の貸与
申請書／受理書

000010
利用車番号変換ソフトの貸与に係る
貸与基準および条件

000015
利用車番号変換ソフトの貸与に
関する契約の締結申込書

000016
利用車番号変換ソフトの貸与に
関する契約書

A00012
利用車番号変換ソフトの貸与
（更新）申請書／受理書

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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2.1 利用車番号変換ソフトの貸与手続き 
2.1-2．利用車番号変換ソフトの貸与契約手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

000015
利用車番号変換ソフトの貸与に
関する契約の締結申込書

000016

000020 利用車番号路側機製造者登録規程

000025
利用車番号路側機製造者登録に
関する契約の締結申込書

000026
利用車番号路側機製造者登録に
関する契約書

A00031
利用車番号変換ソフト実装完了
　　　　　　　　　報告書／受理書

A00032
利用車番号路側機登録
　　　　　　　申請書／受理書

A00021
利用車番号路側機製造者登録
　　　　　　　申請書／受理書

A00023
利用車番号変換ソフト貸与解約
　　　　　　　申請書／受理書

A00012
利用車番号変換ソフトの貸与
（更新）申請書／受理書

A00012
利用車番号変換ソフトの貸与
（更新）申請書／受理書

変換ソフトに係る貸与物件

利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約書　２通（捺印後、相互１通保管）

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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2.1 利用車番号変換ソフトの貸与手続き 
2.1-3．路側機登録手続き 

路側機の開発 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00031
利用車番号変換ソフト実装完了
　　　　　　　　報告書／受理書

A00032
利用車番号路側機登録
　　　　　　　　申請書／受理書

抽出試験結果等の添付

A00031
利用車番号変換ソフト実装完了
　　　　　　　　報告書／受理書

A00032
利用車番号路側機登録
　　　　　　　　申請書／受理書

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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2.1 利用車番号変換ソフトの貸与手続き 
2.1-4．利用車番号変換ソフトの貸与契約の更新手続き 

2.1-5．利用車番号変換ソフトの貸与契約の解約手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00012
利用車番号変換ソフトの貸与
　　　　（更新）申請書／受理書

A00012
利用車番号変換ソフトの貸与
　　　　（更新）申請書／受理書

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00023
利用車番号変換ソフト貸与解約
　　　　　　　　申請書／受理書

変換ソフトに係る貸与物件

A00023
利用車番号変換ソフト貸与解約
　　　　　　　　申請書／受理書

A00024
利用車番号変換ソフト貸与解約
　　　　　　　　完了通知書

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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2.2 利用車番号路側機の製造者登録手続き 
2.2-1．利用車番号路側機製造者契約手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

000025
利用車番号路側機製造者登録に
　　　　　関する契約の締結申込書

000026

A00021
利用車番号路側機製造者登録
　　　　　　　　　申請書／受理書

A00021
利用車番号路側機製造者登録
　　　　　　申請書／受理書

利用車番号路側機登録製造者
　　　　登録証明書（電子証明書）

A00022
利用車番号路側機製造者証明書
　　　　　　更新申請書／受理書

A00025
利用車番号路側機製造者解約
　　　　　　申請書／受理書

A00033
利用車番号路側管理番号発行
　　　　　　申請書／受理書

000030 利用車番号路側機管理規程

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ

利用車番号路側機製造者登録に関する契約書　２通（捺印後、相互１通保管）
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2.2 利用車番号路側機の製造者登録手続き 
2.2-2．利用車番号路側機製造者証明書更新手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00022
利用車番号路側機製造者証明書
　　　　　　更新申請書／受理書

A00022
利用車番号路側機製造者証明書
　　　　　　　更新申請書／受理書

利用車番号路側機登録製造者
　　　　更新証明書（電子証明書）

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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2.2 利用車番号路側機の製造者登録手続き 
2.2-3．利用車番号路側機製造者解約手続き 

書類No 書　類　名 書類No 書　類　名

A00025
利用車番号路側機製造者解約
              申請書／受理書

利用車番号路側機登録製造者
　　　　更新証明書（電子証明書）

A00025
利用車番号路側機製造者解約
              申請書／受理書

A00026
利用車番号路側機製造者解約
              完了通知書

路側機製造者からＩＴＳ－ＴＥＡへ ＩＴＳ－ＴＥＡから路側機製造者へ
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お問合せ先 

 

一般財団法人 ＩＴＳサービス高度化機構 

http://www.its-tea.or.jp/ 


