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＜ご利用にあたって＞ 

 

本書（入力事項概要）を確認して正しく入力してください。 

正しく入力しないと正しく検索ができません。 

ご利用前に必ず本書（本入力事項概要）をご一読いただいてからご利用 

お願いします。 

 

ご不明な点があれば、ＮＡＫ事務局（℡ 03-3271-8950）までご連絡ください。 
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1. 不明欄の記号について 

 

 

1.1. メーター改ざん車「＊」 

・ 過去の点検記録簿、走行メーター管理システム等によって走行メーターが巻き戻されている事が確

認できる車両を「メーター改ざん車」とします。但し、「メーター交換車」は除きます。 
 

 

 

1.2. メーター交換車「＄」 

・ メーター交換については、認証･指定工場で交換されたことを証する書面があり交換について整備

点検記録簿など客観的に証明できる書面が確認できる車両を「メーター交換車」とします。 

・ 上記書面にはメーター交換を行った日付、交換前の走行距離及び認証･指定工場で作業が分かる記

載が必要です。 
中古メーターへ交換の場合は、取り付けた中古メーター表示走行距離の記載も必要となります。 

・ 交換を証明できない車両は「メーター改ざん車」となります。 
 

※上記メーター交換車に該当する場合は、必ずメーター交換前の距離と現メーターの 

距離を合算して入力してください。 

 
 
 
1.3. 走行不明車「＃」 

・ 上記以外でメーター改ざん車ではないが、記録などが無く推定できる根拠がない車両を「走行不明

車」とします。 

 
※メーターが表示しない場合は、「0km＋＃ または ＊」と入力してください。 

※メーターが不動の場合は、「オドメーター表示距離＋＃ または ＊」と入力してください。 
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2. 型式・車台番号入力時の注意 

2.1. 国産車の場合 

 

■型 式：自動車検査証の「型式欄」に記載されている型式を入力してください。 

      但し、“E-”等、ハイフンが付いているものはハイフンと 

      その左側の文字は除いて入力してください。 

■車台番号：自動車検査証の「車台番号欄」に記載されている車台番号を入力してください。 

 但し、“－（ハイフン）”“ [ ]（カッコ）” は除いて入力してください。 

また、車台番号に型式部分が記載されている場合は、型式部分を除いて 

入力してください。 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

型式 車台番号 型式 車台番号 

GF-AE110 AE110-9999999 AE110 9999999 

 

＜入力例＞ 

①型式にハイフンがない場合は、排出ガス識別記号を除いて入力してください。 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

型式 車台番号 型式 車台番号 

TAH42A H42A-999999 H42A 999999 

 

②型式に「改」が付いている場合は、半角カタカナ「ｶｲ」にして入力してください。 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

型式 車台番号 型式 車台番号 

DBA-MH22S 改 MH22S-999999 MH22S ｶｲ 999999 

 

③車台番号にハイフンがない場合は、型式部分を除いて入力してください。 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

型式 車台番号 型式 車台番号 

E-BNR32 BNR32999999 BNR32 999999 

 

  ※車台番号欄に記載されている型式と型式欄の型式が違う場合は、重複する箇所を除いて入力します。   

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

型式 車台番号 型式 車台番号 

KL-CG55ZWV CG55ZW99999 CG55ZWV 99999 

 

 

※国産車の場合は「型式・車台番号の完全一致」で走行チェックをかけます。 

1 文字でも入力を間違いますと正しく検索することできません。 

 

2. 型式・車台番号入力時の注意 
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2.2. 輸入車の場合 

 

■型  式：自動車検査証の「型式欄」に記載されている型式を入力してください。 

       排出ガス識別記号とハイフンを除いた右側部分の英数字を入力します。 

（ハイフンは全て除く）。 

型式が「不明」の場合には、半角カタカナで「ﾌﾒｲ」で入力してください。 

■車台番号：自動車検査証の「車台番号欄」に記載された車台番号を入力してください。 

 但し、“－（ハイフン）”“ [ ]（カッコ）” は除いてください。 

        入力は車台番号の下 8 桁以上をお願いします。最大 15 桁まで入力出来ます。 

        （アルファベット含む） 

 

        ※一部の車両は、車台番号の下 10 桁あるいは下 15 桁まで入力しないと 

同一車両か判断できない場合があります。 

        ※型式・車台番号の漢字の部分は、全て半角カタカナで入力してください。 

 

● 入力例 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

ABA-VA20 WBAVA76000NK66864 VA20 000NK66864 

GH-1KBLX WVWZZZ1KZ7M087539 1KBLX 7M087539 

ABA-LFAAJ LFACXZTVX62000110 LFAAJ ACXZTVX62000110 

-220175- WDB2201759A999999 220175 9A999999 

不明 神[42]99999 神 ﾌﾒｲ ｼﾝ 4299999 ｼﾝ 

E-CT34G CT3-7137-Y CT34G CT37137Y 

E-CF34 CF4-1234G CF34 CF41234G 

GH-X215 X215-123-G X215 X215123G 

ABA-MP4-12CLT SBM11RAE1GW675113 MP412CLT M11RAE1GW675113 

ABA-MP4-12C SBM11RAE1GW675113 MP412C M11RAE1GW675113 

C-18GH 18GH944LJ 18GH 18GH944LJ 

CJ3BJ3 CJ3BM58606 CJ3BJ3 CJ3BM58606 

 

上記以外で入力方法が不明なものがありましたら NAK 事務局までお問合せください。 

 

※輸入車・一部国産車の型式・車台番号の入力方法がＡＡ会場において異なる場合が 

      ありますので、ご了承ください。 
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2.3. 職権打刻車の場合  

職権打刻の車台番号を入力する場合は以下内容で全て入力してください。 

職権打刻車についても、ＡＡ会場において入力方法が異なる場合が 

ありますので、ご了承ください。 

 

・国から始まる場合 

国を半角カタカナに置き換え、カッコを除いて入力してください。 

例）国［０１］１２３４５６ 

  ⇒ ｸﾆ０１１２３４５６ 

 

 ・陸運支局名から始まる場合 

漢字（陸運支局名）の部分は下記の一覧から該当する符号に 

半角カタカナで置き換え、カッコを除いて入力してください。 

例）神［４２］１２３４神  

⇒ ｼﾝ４２１２３４ｼﾝ 

 

＜陸運支局名 カタカナ置き換え表＞ 

陸運 

支局名 
符号 

ｺｰﾄﾞ 陸運 

支局名 
符号 

ｺｰﾄﾞ 陸運 

支局名 
符号 

ｺｰﾄﾞ 

東京 トウ 41 奈良 ナラ 65 鹿児島 カコ 97 

神奈川 シン 42 滋賀 シカ 64 新潟 ニイ 31 

埼玉 サイ 44 和歌山 ワカ 66 長野 ナカ 32 

群馬 クン 46 広島 ヒロ 71 山形 カタ 33 

千葉 チハ 43 鳥取 トリ 72 秋田 アキ 34 

茨城 イハ 45 島根 コン 73 宮城 シロ 21 

栃木 トチ 47 岡山 ヤマ 74 福島 シマ 22 

山梨 ナシ 48 山口 クチ 75 岩手 イワ 23 

愛知 アイ 51 香川 カワ 81 青森 アオ 24 

静岡 シス 52 徳島 トク 82 札幌 サツ 11 

岐阜 キフ 53 愛媛 ヒメ 83 函館 ハコ 12 

三重 ミエ 54 高知 コウ 84 室蘭 ムロ 13 

福井 フク 55 福岡 オカ 91 帯広 オヒ 14 

石川 イシ 56 長崎 サキ 93 釧路 クシ 15 

富山 トヤ 57 大分 イタ 95 北見 キタ 16 

大阪 オオ 61 佐賀 サカ 92 旭川 アサ 17 

兵庫 ヒヨ 63 熊本 クマ 94 沖縄 オキ 99 

京都 キヨ 62 宮崎 ミヤ 96    
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3. 輸入車・一部国産車のマッチングについて 

 

3.1. 職権打刻車・輸入車型式マスタに登録されているマッチングについて 

輸入車・一部の国産車では、車台番号に英文字・カナが使用されています。 

システムの関係で車台番号の数字のみを登録している会場があるので、職権打刻 

車・輸入車型式マスタに登録されている車両は、従来（国産車）の「型式・車台番号

完全一致」ではなく、「型式」の完全一致・車台番号の下 6 桁の数字でマッチングさせ

ます。 

検索対象車両と別車両が表示されることがあります。 

 

 

 

 Ａ 職権打刻車の場合： 

 ・国から始まる場合 

 国[０１]１２３４５６ 

 ＮＡＫ推奨入力方法： ｸﾆ０１１２３４５６ 

 数字のみ入力方法 ：  ０１１２３４５６ 

 検 索 対 象 桁 数   ：    １２３４５６ 

  

 ・陸運支局名から始まる場合 

 神[４２]１２３４５６神 

 ＮＡＫ推奨入力方法： ｼﾝ４２１２３４５６ｼﾝ 

数字のみ入力方法 ：  ４２１２３４５６ 

検 索 対 象 桁 数      ：    １２３４５６ 

 

    下２桁のカナ文字を削除し、下６桁（６桁無い場合はそれ以下） 

の数字を合致させます。 

 

 

 Ｂ 下８桁の文字内に英文字が存在する場合： 

ＷＢＡＣＤ２２０４０ＡＶ１２３４５ 

ＮＡＫ推奨入力方法：０ＡＶ１２３４５ 

数字のみ入力方法 ：   １２３４５ 

検 索 対 象 桁 数      ：   １２３４５ 

    英文字以下の下６桁（６桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。 

3. 輸入車・一部国産車のマッチングについて 
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 Ｃ ハイフンが一つ存在する場合：ＣＬ１１２３４－Ｙ 

    ＮＡＫ推奨入力方法：ＣＬ１１２３４Ｙ 

    数字のみ入力方法 ：  １１２３４ 

    検 索 対 象 桁 数      ：  １１２３４ 

右側から数えて最初の数字から数字までの下６桁（６桁無い場合はそれ以

下）の数字を合致させます。 

 
 

Ｄ ハイフンが一つ存在し、ハイフン以下が英文字＋数字の場合： 

１ＬＮＷＭ８２１０２７－Ｍ１ 

ＮＡＫ推奨入力方法：８２１０２７Ｍ１ 

数字のみ入力方法 ：８２１０２７ 

検 索 対 象 桁 数 ：８２１０２７ 

 

 

 Ｅ ハイフンが二つ存在する場合：ＣＦ４－４０９９－Ｙ 

    ＮＡＫ推奨入力方法：ＣＦ４４０９９Ｙ 

    数字のみ入力方法 ：  ４４０９９ 

    検 索 対 象 桁 数 ：  ４４０９９ 

    右側から数えて最初の数字から数字までの下６桁 

（６桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。 
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3.2. 輸入車・一部国産車の型式検索について 

・並行輸入車や改造車の型式についても、異なる入力データを合致させます。 

 ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。 

 

 Ａ 型式の一致について①：－１２３Ａ－ 

    ＡＡ会場入力方法１：－１２３Ａ－ 

    ＡＡ会場入力方法２：－１２３Ａ 

    ＡＡ会場入力方法３： １２３Ａ－ 

    検 索 対 象 桁 数 ： １２３Ａ 

    ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。 

 

 Ｂ 型式の一致について②：Ｅ－１２３Ａ改 

ＡＡ会場入力方法１：１２３Ａカイ 

    ＡＡ会場入力方法２：１２３Ａ 

    検 索 対 象 桁 数 ：１２３Ａ 

    ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。 

 

 

 

3.3. 例外について 

・逆輸入車（国産メーカーが海外で製造した車両）は、型式は同じで国内製造の車両

と車台番号の形式が違う場合があります。 

  

通常、検索方法が国産車での検索（型式と車台番号の下 8 桁以下の数字完全一致）

になりますが、数字しか入力していないデータは同じ検索歴に国産車と逆輸入車が

混在することがあり正しく検索できません。 

国内での登録台数が少ないため例外で輸入車検索になっている車両が一部あります。 

 

 

    ＜検索事例＞ 

車検証の記述 走行メーター管理入力事例 

UA-Z33 Z33-999999 Z33 999999 

-Z33- JN1AZ34E63T999999 Z33 1AZ34E63T999999 

※上記車両か同じ検索歴に出て来る場合があります。検索する際にはご注意ください。 
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3.4. 輸入車型式マスタに登録している輸入車データについて 

 

・ディーラー車については、平成 7 年（1995 年）から登録しています。 

 なお、平成元年（1989 年）から平成 6 年（1994 年）のデータにつきましては、 

一部登録しています。 

 型式「不明」は、輸入車型式マスタに登録してあります。 

 

・輸入車型式マスタに未登録の車両（国産車を除く）は、輸入車マッチングの対象では 

ありません。 

 輸入車マッチングが出来ない車両がありましたら、輸入車型式マスタに登録しますの 

 で、NAK 事務局（℡ 03-3271-8950）までご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

以上 


