
▲

マイナンバーカード交付枚数（想定）

ほとんどの
住民が

カードを保有

2023年
3月末

2020年
7月末

3000万〜
4000万枚

マイナンバーカードを
活用した

消費活性化策に向けて

2021年
3月末

6000万〜
7000万枚

健康保険証利用の
運用開始時

2022年
3月末

9000万〜
10000万枚

医療機関等の
システム改修概成
見込み時

「マイナンバーカード」の円滑な交付と
利活用をお手伝いいたします。
2023年3月末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することが計画されています。※

新規発行だけでなく、通知カード再発行、マイナンバーカード更新手続き申請のために多くの住民が窓
口を訪れることが予想され、交付窓口の数と対応する職員が不足することが懸念されます｡
マイナンバー制度を熟知し、地方自治体に役立つすべてをワンストップで提供できる内田洋行だから
こそできるマイナンバーカード交付窓口の整備をご提案します。

※令和元年９月３日　デジタル・ガバメント閣僚会議にて了承

交付円滑化のご提案
マイナンバーカード

本カタログに掲載している備品等の概算費用が積算できる「簡易積算シート」を 
用意しております。 
下記よりダウンロードしてご活用ください。

https://www.uchidayoko-office.jp/public/application/add/375

簡易積算シート



住民が暗証番号を入力する際、隣席に座る人や後方を通行する人の目から隠すことで、 
セキュリティを向上します。

交付窓口及び執務室の環境に合わせた商品をご提案します！

フリーアドレスデスク（両面パネル脚タイプ） 
Arcena ［アルセナ］ デスクシステム

シンプルなデザインのプラットフォームで、
両面・片面とも最大12mまで連結可能です。

5-155-1160 AR/両面基本PF2414

¥218,100
●W2400×D1400×H720㎜
●配線トレー付（W1000〜1800×2個、W2000〜2800×4個）

パーソナルロッカー S型 
ハイパーストレージ HS

目的に合わせ自由に組み合わせ可能なパーソナルロッカーです。

5-821-7832
HS PL-6　S型（6人用）

¥ 151,600

■ ローカウンター／LC型

※�連結は5連結までとし、4連結の場合、別
売補助脚を1カ所、5連結の場合3カ所
連結部に使用してください。

6-363-5631 LC-12D8

¥108,200
●W1200xD800xH700
●サイドパネルは別売�●コードホール付

フリーアドレスデスクを
採用されると、同じスペー
スでより多くの人が座れ
ます。

執務室スペースの
有効活用例

フリーアドレスデスク＋パーソナルロッカー片袖従来のデスク

■ 標準パネル（40㎜厚タイプ）

交付窓口用ローパーティション  E3パネルシステム （ソフトタッチ塗装）

●外寸／W900×D450×H1260㎜
●有効寸法（一扉あたり）／W413×D413×H366㎜
●質量／50kg　●棚板×6
※配線機能はございません。

●H1525㎜�●幅木色／シェイドグレイ�●上部スリット穴あり

□カラーバリエーション

ライトグレイ ライトブルー ライトグリーン ライトブラウン

●投函口寸法／W250×H33㎜
※�樹脂カバーはついておりません。

A4サイズの書類を投入できる、
大型の投函口を装備しています。

投函口
ロッカー内にはA4用のボックス
ファイル4個を収納できます。棚
板は収納物のサイズに合わせて
高さを変えられます。

ゆとりの収納スペース

交付窓口用カウンター  VISIT［ビジット］ シリーズ （D800㎜）

白とグレイのシンプルなデザインで、
男女を問わずあらゆる世代の方々を心地よく迎えます。
組み合わせにより、さまざまなシーンでお使いいただけます。

対応窓口レイアウト例

※価格は税抜き本体価格です。 　 受注品  の商品は受注生産品です。ご注文の際は納期をご確認ください。 　  の商品は納品までに多少の時間をいただきます。ご注文の際は納期をご確認ください。　



マイナンバーカード・個人情報ファイル収納システム
SECURAGE® NS [セキュレージNS] 受注品

マイナンバーカード・個人情報ファイルを保管する収納庫です。管理者のICカードで施
錠開錠し、開閉履歴も確認できるのでセキュリティの強化となります。「マイナンバーカー
ド」はもちろんのこと、回収した「通知カード（返戻時含む）」、「住基カード」についても
安全に保管します。

5-821-9102 HS LTCF-10/A4（C）

¥173,500
●トレー種類／深型タテ
●トレー数／3列11段（33個）
●トレーサイズ／A4
●外寸／W899×D450×H977㎜
●質量／50kg

ICカードと暗証番号を組み合わせて、多彩なセキュリティと運用
を選択できます。

タブレットPC充電保管庫（移動タイプ）
省スペースでタブレットPCを効率よく収納管理できます。

マイナンバーカード対応トレーキャビネット
ワンアクションでトレーを施錠できる、安心の鍵付トレーキャビネット。

6-728-4322 ES-M22C/TN

¥ 165,000
●組み立て品　●充電保管可能　●収納数：22台
●本体：スチール製�
●寸法：W596（475）×D450×H1007.5㎜�
（ハンドル含まず）
●有効内寸（タブレットPC収納部1カ所）：�
W26.5×D363×H261㎜�

●質量：40.2kg　
●電源：100V15A×2系統（電源コード2m×2本）付属�
●鍵：内筒交換タイプ
●キャスター：φ75㎜ストッパー付

充電用ケーブルの配線をスッキリ整理できる様
にアダプターとタブレットPCの収納部を分けて
います。さらに、アダプター収納部には扉付きで
目隠しすることができます。

アダプター別室＋扉付きタイプ
各々のPCを識別するためのナ
ンバー入りで、管理がしやすく
なります。

識別用ナンバー
タブレットPCの収納部には
クッションマット付き。

クッションマット付き

6-655-4000

オープン価格
セキュレージNS T-10PG

6-212-5555

●背・座／�布張り、ウレタンレザー張り、�
ウレタンフォームクッション

●�脚部／�オレフィン樹脂シート化粧合板（木目柄）、脚端具付

¥164,700  
UB-205NOR・背付き　布張り（W1800）　レイズンブルー

■木目脚タイプ（ノルテオーク）

5-348-1064

●質量／12kg�●色／ブルー¥43,600
CRF-300M-WT

■ ツートン 座ブラック 
肘なし

待合ロビーチェア
UB-200シリーズ

小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴です。

交付窓口申請者用チェア
ミーティング®チェア FM-345 シリーズ

シンプルで飽きのこない定番デザインです。

職員用チェア
CARISSA® ［カリッサ-メッシュタイプ］

証明写真ブース  インテリアスクリーン LINKY®2［リンキー 2］

シンプルでインテリア性の高いデザインはオフィスのさまざまなシーンにマッチします。
また、環境対応素材の使用や分別設計など環境への配慮を考えたスクリーンパネルシ
ステムです。

■クロスタイプ（3枚）

●W（910＋1210＋910）×D23.5×1450㎜
●防災認定品

6-471-4629

¥186,700

ST-1430 （3枚）
アクアブルー

座下のラックには荷物を置くことが
でき、収納スペースのない会議室やセ
ミナーなどでもご活用いただけます。
スタックピッチは変わりません。

ネスティング脚専用座下ラック

（オプション）

●質量／6.1kg�●色／グラスグリーン¥34,500

■ シルバーメタリック脚 
背肘ホワイト

6-113-1007 FM-345 WS

■ クロスパネル クランプタイプ410C
6-470-744#
●�H450×W1080㎜
●材質／スチールフレーム、クロスカバー

¥23,600
■ 合板パネル クランプタイプ407W
6-470-7711
●�H450×W780㎜
●材質／タモ突板、厚さ5㎜

¥39,500

□カラーバリエーション

1 ホワイト 2 グレイ 3 ブラック 4 オレンジ 5 グリー
ン

6 �ダーク�ブルー
8 アイボリ

410C 407W

シリンダー錠ですべてのトレーを一
括施錠できます。セキュリティ性が
高く、マイナンバー関連をはじめと
する個人情報の保管に最適です。

オールロック機能
白色トレーで収納物が見えないの
で、重要書類の保管も安心です。ま
た、トレーの仕切りが細かく配置で
きるのできれいに収納できます。

収納物が見えないトレー
全てのトレーの施錠が、片手で�
ワンアクションでできます。

ワンアクションでの施錠

お手持ちのICカードをかざすだけで簡単開錠。扉
ごとに利用者を限定、開閉履歴の確認もできる
のでセキュリティの強化となります。

目かくしパネル  インテリアスクリーン YP

既存のカウンターに
気軽に移動・設置
が可能。

本カタログに掲載している備品等の概算費用が積算できる「簡易積算シート」を用意しております。 
下記よりダウンロードしてご活用ください。
https://www.uchidayoko-office.jp/public/application/add/375

簡易積算
シート

※価格は税抜き本体価格です。 　 受注品  の商品は受注生産品です。ご注文の際は納期をご確認ください。 　  の商品は納品までに多少の時間をいただきます。ご注文の際は納期をご確認ください。　



お問い合わせ先 〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■商品についてのお問い合わせは お客様相談センター フリーダイヤル 0120(077)266

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

office.uchida.co.jp 内田洋行　オフィス 検 索

※価格は税抜き本体価格です。
DS・5181-2・1911Ic30HA

お好みのメニューから
必要な申請書類を選択

氏名や住所が記載された
申請書類が出力されるので、
その他の必要事項を記入

STEP1 STEP2 STEP3

マイナンバーカードを読み込ませる（※）
※�番号法に定められた申請書の場合、4桁の暗証番
号が必要になります。

窓口へ
GO!

みほん

マイナンバーカード対応記帳台
転入届などの届出書や、住民票や戸籍などの
各種証明書等の申請書を
マイナンバーカードを使ってカンタン作成！

持ってよかったマイナンバーカード

秘

補充 整理

スムーズ
スッキリ！

＆
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戸籍
税証明

印鑑登録
証明交付住民票交付

委任状福祉

カンタン操作を
動画で確認 !

外形寸法 690（幅）×750（奥行）×1400（高さ）mm

記帳面高さ 950mm

重量 約160kg

消費電力 最大（用紙出力時）約1200W

本体主材 両面メラミン化粧パーチクルボード

※�画面デザイン（メニュー構成）、申請書の
フォーマットは各自治体様のご要望・ご相談
に応じてカスタマイズが可能です。
※�製品の意匠、仕様、外観等は予告なく変更す
る場合がありますので、ご了承ください。

■マイナンバー記帳台　仕様表

記帳面 メラミン化粧板

サイドパネル覗き見ガード アクリル

キャスター
本体：4箇所（前方2箇所ストッパー付）
プリンタ棚：1箇所（補助キャスター）

付属 鍵、OAタップ（3mコード）

特許出願中


