
令和4年  9月26日から

令和4年10月24日から

令和7年12月26日まで

申込受付開始日

交付開始日

交付終了日

自家用登録車

事業用登録車 自家用軽自動車

2022年秋から全国で交付

ご自分でWEBからお申込みご自分でWEBからお申込み
またはお近くのディーラー・整備工場等にご相談くださいまたはお近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。

▼WEBからのお申込みは

https://www.graphic-number.jp
図柄ナンバー申込サービス

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）
の開催を記念した特別仕様（図柄入り）ナンの開催を記念した特別仕様（図柄入り）ナン
バープレートを、期間限定で全国の希望者へバープレートを、期間限定で全国の希望者へ
交付します。交付します。

大阪・関西万博大阪・関西万博
特別仕様ナンバ特別仕様ナンバーープレプレーートト
大阪・関西万博のワクワクを、大阪・関西万博のワクワクを、
感動を、あなたの車に！感動を、あなたの車に！

期 間 限 定



●�自家用登録車、事業用登録車、自家
用軽自動車で取り付け可能です。

　 ※ 事業用軽自動車、二輪車は取り付け対象外
です。

　 ※ 字光式の特別仕様ナンバープレートはあり
ません。

●�新車・中古車の購入時だけでなく、現在お乗りの
車も番号を変更することなく、特別仕様ナンバープ
レートに交換できます。

　 ※ 一部、番号変更が必要な場合があります。
　 ※ 交付期間終了後は交換・再交付（住所変更や破損等含む）は

できません。

自動車ユーザーの寄付で
大阪・関西万博の開催を支援

交付料金に加えて、「大阪・関西万博の開催に関連した交通サービスの充実など」を支援する1,000円以上
の寄付をしていただきますと、フルカラー版の特別仕様ナンバープレートが選択できます。
※ 寄付のない場合はモノトーン版のみになります。

●�取り外したナンバープレートは、不正使
用防止のための穴を開けた上で記念に
保存することができます。

　  ※ 不正使用防止処理には手数料がかかる場合があります。

●�特別仕様ナンバープレートの交付料金は地域により異なり
ます。

　 ※ ディーラー・整備工場等へ特別仕様ナンバープレート交付のお申込みの代
行を依頼する場合は、交付料金の他に申込代行の手数料等が発生するこ
とがあります。

●�お申込み（入金確認）～交付まで2週間程度かか
ります。

自動車の区分を明確化すべく、フルカラー版・モノトーン版共に、事業用登録自動車は「緑色」、自家
用軽自動車は「黄色」の枠取り等の塗色を施します。

寄付金は、大阪・関西万博の開催に関連した交通サービスの充実
などに使用されます。

登録自動車（自家用） 登録自動車（事業用） 軽自動車（自家用）

特別仕様ナンバープレート紹介ページ（国土交通省ホームページ）

寄付して頂く場合 寄付して頂く場合 寄付して頂く場合寄付しない場合 寄付しない場合 寄付しない場合

https://www.mlit.go.jp/jidosha/
zugaranumber_expo2025/

TAXI

TAXI

お申込み時のポイント

https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_expo2025/


大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート【登録自動車 中板】
交付手数料（2枚セット）

※1枚の場合は半額
（単位：円、非課税）

令和4年9月9日時点

8,800 自家用
8,840 事業用

函館 函館 8,120

室蘭 室蘭・苫小牧 8,700

8,800 自家用
8,840 事業用

釧路 釧路・知床 8,800

8,800 自家用
8,840 事業用

旭川 旭川 8,500

宮城 宮城・仙台 8,200

福島
福島・会津
郡山・白河

8,190

いわき いわき 8,190

岩手 岩手・盛岡・平泉 7,900

青森 青森・弘前 7,700

八戸 八戸 7,700

山形 山形 7,890

庄内 庄内 7,890

秋田 秋田 7,760

新潟 新潟 8,200

長岡 長岡・上越 8,200

長野 長野 8,000

松本 松本・諏訪 8,000

石川 石川・金沢 8,800

富山 富山 8,800

東京 品川・世田谷 8,100

足立 足立・江東・葛飾 8,100

練馬 練馬・杉並・板橋 8,100

多摩 多摩 8,100

八王子 八王子 8,100

神奈川 横浜 8,320

川崎 川崎 8,320

相模 相模 8,320

湘南 湘南 8,320

千葉 千葉・成田 8,100

袖ヶ浦 袖ヶ浦・市原 8,100

習志野 習志野・市川・船橋 8,100

野田 野田・柏・松戸 8,100

埼玉 大宮・川口 8,100

春日部 春日部・越谷 8,100

所沢 川越・所沢 8,100

熊谷 熊谷 8,100

茨城 水戸 8,100

土浦 土浦・つくば 8,100

群馬 群馬・前橋・高崎 8,100

栃木 宇都宮・那須 8,100

佐野 とちぎ 8,100

山梨 山梨・富士山 8,100

備考

帯広 帯広

北見・知床

交付手数料
運輸
局等

支局等
ナンバープレートの

地域名表示

北
　
海
　
道

北見

札幌 札幌

東
北

北
陸
信
越

関
東

愛知 名古屋 8,100

西三河 三河・岡崎・豊田 8,100

豊橋 豊橋 8,100

小牧
尾張小牧・春日井

一宮
8,100

静岡 静岡 8,220

浜松 浜松 8,220

沼津 沼津・伊豆・富士山 8,220

岐阜 岐阜 8,210

飛騨 飛騨 8,210

三重
三重・鈴鹿

四日市・伊勢志摩
8,200

福井 福井 8,600

大阪 大阪 8,400

なにわ なにわ 8,400

和泉 和泉・堺 8,400

京都 京都 8,390

滋賀 滋賀 8,370

奈良 奈良・飛鳥 8,490

和歌山 和歌山 8,350

兵庫 神戸 8,350

姫路 姫路 8,350

広島 広島 9,100

福山 福山 9,100

鳥取 鳥取 9,150

島根 島根・出雲 9,150

岡山 岡山・倉敷 9,100

山口 山口・下関 9,100

香川 香川・高松 8,980

徳島 徳島 8,980

愛媛 愛媛 8,980

高知 高知 9,100

福岡 福岡 8,600

北九州 北九州 8,600

筑豊 筑豊 8,600

久留米 久留米 8,600

佐賀 佐賀 9,000

長崎 8,800

厳原 9,000

佐世保 佐世保 8,800

熊本 熊本 8,600

大分 大分 8,800

宮崎 宮崎 8,400

鹿児島 鹿児島 8,400

奄美 奄美 9,200

沖縄 8,400

宮古 8,400

八重山 8,400

備考交付手数料

沖縄
沖
縄

中
国

四
国

運輸
局等

支局等
ナンバープレートの

地域名表示

九
州

長崎

中
部

近
畿



（単位：円、非課税）

令和4年9月9日時点

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート【登録自動車 大板】
交付手数料（2枚セット）

※1枚の場合は半額

13,340 自家用
12,740 事業用

函館 函館 12,620

室蘭 室蘭・苫小牧 13,260

13,360 自家用
12,740 事業用

釧路 釧路・知床 13,000

13,400 自家用
12,740 事業用

旭川 旭川 12,780

宮城 宮城・仙台 12,600

福島
福島・会津
郡山・白河

12,770

いわき いわき 12,770

岩手 岩手・盛岡・平泉 12,720

青森 青森・弘前 12,250

八戸 八戸 12,250

山形 山形 12,400

庄内 庄内 12,400

秋田 秋田 12,320

新潟 新潟 13,020

長岡 長岡・上越 13,020

長野 長野 14,600

松本 松本・諏訪 14,600

石川 石川・金沢 13,400

富山 富山 13,400

東京 品川・世田谷 12,600

足立 足立・江東・葛飾 12,600

練馬 練馬・杉並・板橋 12,600

多摩 多摩 12,600

八王子 八王子 12,600

神奈川 横浜 12,370

川崎 川崎 12,370

相模 相模 12,370

湘南 湘南 12,370

千葉 千葉・成田 12,600

袖ヶ浦 袖ヶ浦・市原 12,600

習志野 習志野・市川・船橋 12,600

野田 野田・柏・松戸 12,600

埼玉 大宮・川口 12,600

春日部 春日部・越谷 12,600

所沢 川越・所沢 12,600

熊谷 熊谷 12,600

茨城 水戸 12,600

土浦 土浦・つくば 12,600

群馬 群馬・前橋・高崎 12,600

栃木 宇都宮・那須 12,700

佐野 とちぎ 12,700

山梨 山梨・富士山 12,600

東
北

北
陸
信
越

関
東

運輸
局等

支局等 交付手数料 備考

北
　
海
　
道

札幌 札幌

帯広 帯広

北見・知床

ナンバープレートの
地域名表示

北見

愛知 名古屋 12,160

西三河 三河・岡崎・豊田 12,160

豊橋 豊橋 12,160

小牧
尾張小牧・春日井

一宮
12,160

静岡 静岡 12,820

浜松 浜松 12,820

沼津 沼津・伊豆・富士山 12,820

岐阜 岐阜 12,610

飛騨 飛騨 12,610

三重
三重・鈴鹿

四日市・伊勢志摩
12,760

福井 福井 13,160

大阪 大阪 12,600

なにわ なにわ 12,600

和泉 和泉・堺 12,600

京都 京都 11,680

滋賀 滋賀 11,860

奈良 奈良・飛鳥 12,780

和歌山 和歌山 12,740

兵庫 神戸 12,300

姫路 姫路 12,300

広島 広島 15,800

福山 福山 15,800

鳥取 鳥取 15,800

島根 島根・出雲 15,800

岡山 岡山・倉敷 14,600

山口 山口・下関 15,800

香川 香川・高松 15,400

徳島 徳島 15,480

愛媛 愛媛 15,600

高知 高知 15,800

福岡 福岡 14,600

北九州 北九州 14,600

筑豊 筑豊 14,600

久留米 久留米 14,600

佐賀 佐賀 13,600

長崎 13,800

厳原 15,200

佐世保 佐世保 13,200

熊本 熊本 13,200

大分 大分 15,000

宮崎 宮崎 13,000

鹿児島 鹿児島 14,400

奄美 奄美 15,400

沖縄 12,800

宮古 12,800

八重山 12,800

沖
縄

沖縄

ナンバープレートの
地域名表示

交付手数料 備考

九
州

長崎

中
部

近
畿

中
国

四
国

運輸
局等

支局等



（単位：円、税込）

令和4年9月9日時点

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート【軽自動車】
販売料金（2枚セット）

※1枚の場合は半額

札幌 札幌 9,000

函館 函館 8,300

室蘭 室蘭・苫小牧 8,840

帯広 帯広 9,000

釧路 釧路・知床 8,900

北見 北見・知床 9,000

旭川 旭川 8,980

宮城 宮城・仙台 8,400

福島
福島・会津
郡山・白河

8,250

いわき いわき 8,250

岩手 岩手・盛岡・平泉 8,690

青森 青森・弘前 8,800

八戸 八戸 8,800

山形 山形 8,680

庄内 庄内 8,680

秋田 秋田 7,920

新潟 新潟 8,220

長岡 長岡・上越 8,220

長野 長野 8,200

松本 松本・諏訪 8,200

石川 石川・金沢 8,800

富山 富山 8,800

東京 品川・世田谷 8,200

足立 足立・江東・葛飾 8,200

練馬 練馬・杉並・板橋 8,200

多摩 多摩 8,200

八王子 八王子 8,200

神奈川 横浜 8,480

川崎 川崎 8,480

相模 相模 8,480

湘南 湘南 8,480

千葉 千葉・成田 8,200

袖ヶ浦 袖ヶ浦・市原 8,200

習志野 習志野・市川・船橋 8,200

野田 野田・柏・松戸 8,200

埼玉 大宮・川口 8,200

春日部 春日部・越谷 8,200

所沢 川越・所沢 8,200

熊谷 熊谷 8,200

茨城 水戸 8,200

土浦 土浦・つくば 8,200

群馬 群馬・前橋・高崎 8,200

栃木 宇都宮・那須 8,200

佐野 とちぎ 8,200

山梨 山梨・富士山 8,200

運輸
局等

事務所等
ナンバープレートの

地域名表示
販売料金 備考

東
北

北
陸
信
越

関
東

北
　
海
　
道

愛知 名古屋 8,200

西三河 三河・岡崎・豊田 8,200

豊橋 豊橋 8,200

小牧
尾張小牧・春日井

一宮
8,200

静岡 静岡 8,360

浜松 浜松 8,360

沼津 沼津・伊豆・富士山 8,360

岐阜 岐阜 9,030

飛騨 飛騨 9,030

三重
三重・鈴鹿

四日市・伊勢志摩
9,020

福井 福井 9,460

大阪 大阪 8,800

なにわ なにわ 8,800

和泉 和泉・堺 8,800

京都 京都 9,080

滋賀 滋賀 9,050

奈良 奈良・飛鳥 9,180

和歌山 和歌山 9,180

兵庫 神戸 8,700

姫路 姫路 8,700

広島 広島 10,010

福山 福山 10,010

鳥取 鳥取 10,000

島根 島根・出雲 10,000

岡山 岡山・倉敷 10,010

山口 山口・下関 9,500

香川 香川・高松 9,880

徳島 徳島 9,880

愛媛 愛媛 9,880

高知 高知 10,010

福岡 福岡 8,600

北九州 北九州 8,600

筑豊 筑豊 8,600

久留米 久留米 8,600

佐賀 佐賀 9,000

長崎 8,800

厳原 9,000

佐世保 佐世保 8,800

熊本 熊本 8,600

大分 大分 8,800

宮崎 宮崎 8,400

鹿児島 鹿児島 8,400

奄美 奄美 9,200

沖縄 8,400

宮古 8,400

八重山 8,400

沖
縄

沖縄

九
州

長崎

四
国

運輸
局等

販売料金 備考

中
部

近
畿

中
国

事務所等
ナンバープレートの

地域名表示
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