
新規申請（無料）  

カード情報の変更（無料） （氏名や住所変更の際は、ID NYCカードをIDNYC登録センターにお持ちください。）

カードの紛失/盗難/損傷   （紛失、盗難または損傷したカードの交換は、財務局のIDNYC登録センターでのみ可能です。 申請者が困窮による 
  諸経費の免除に署名していない場合は、10ドルの手数料がかかります。）

申請のタイプ－1つ選択  

申請者情報  

5b. 上記の住所は気付け(c/o)の住所ですか？ はい：
気付け(c/o)の組織名：*

12. 認証： 私はニューヨーク市に住んでおり、少なくとも14歳であり、この申請に関して提出したすべての書類および証明書は、私の知る
限り正しいと断言します。 私は、この申請書に署名することで、私が提出した情報を確認するためにニューヨーク市が調査を行うことに同
意します。 私が以前IDNYCカードを申請、受領した場合、元のカードは期限切れ、紛失、盗難または損傷したことを認めます。  

13. 言語の選択（英語以外の場合）：  

1.  名前： ___________________________________________ 2.  姓： ___________________________________________

3. ミドルネームのイニシャル： 4. 使用しているその他の名前： _____________________________________________________

5a. 住所： _______________________________________________________________________ アパート番号： __________
番地とストリート名  

 市： ______________________________ 区： ____________________________________ ZIPコード： __ __ __ __ __

5c. 自宅住所がない、またはドメスティックバイオレンス（家庭内
暴力）の被害者であり、かつ気付け(c/o)住所がない場合のみ
このボックスをチェックしてください。 カードは、申請した
センターで受け取れます。  

6. 電話：  ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  7. 電子メール： ____________________________________

10. 目の色： ________________________________________

9. 生年月日 (mm/dd/yyyy)： __ __ /__ __ /__ __ __ __  

 申請者の署名　 保護者の署名（当てはまる場合）
__ __ /__ __ /__ __ __ __  

日付 (mm/dd/yyyy)

選択（カードに表示したい情報のみを下に記入してください）

*自宅住所がない、またはドメスティックバイオレンス（家庭内暴
力）の被害者である申請者のみ選択してください。   

11. 身長：____ フィート  ____ インチ  

14.  臓器提供登録: ニューヨーク州保健局（NYS DOH）臓器提供登録部門に登録するには、「はい」ボックスをチェックしてから署名し
てください。 あなたは18歳以上であり、移植、研究またはその両方のために臓器と組織の提供に同意します。あなたの名前をNYS DOHに
転送する作業と登録情報の確認をニューヨーク市に委任します。あなたの死亡と同時に連邦の臓器提供組織、ニューヨーク州立の組織バン
ク、アイバンク、病院がこの情報にアクセスする許可をNYS DOHに委任します。 IDNYCカードの表に「臓器提供」と記載されます。 臓
器提供資格を得るには、IDNYCに住所を記載しなければなりません。 今後NYS DOHからあなたの臓器提供を限定する機会を提供する追加
の確認証明を受け取ります。  
あなたは18歳以上で、臓器提供登録への登録を希望しますか？ はい：

15. カードに記載される緊急連絡先を指定：  

 電話番号： ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  
名前 姓

提供に同意する署名
__ __ /__ __ /__ __ __ __

日付 (mm/dd/yyyy)

IDNYC申請の承認は、提出された書類の充足度と正当性を条件とします。
(OFFICIAL USE ONLY) 以下の欄には記入しないでください。

IDNYC申請書  

Application Date: Application #: Initials:

8. 性別：  女性：           男性：           不 明：   

臓器と組織の提供  

認証

緊急連絡先

言語

(Japanese)



1ポイントの住居証明書類  

1ポイントの自宅住所がない、またはドメスティックバイオレンス 
(家庭内暴力）の被害者である申請者の証明書類  

• 未成年の申請者の出生証明書  
• 養子縁組の審決書  
• 裁判所の判決書  
• 児童サービス局 (Administration for Children Services；ACS)またはACS里親委

託機関(Foster Care Agency)発行の書簡 
• 米国の納税申告書

Bill de Blasio
市長

• ホームレスやドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）の被害者を支援するニュー
ヨーク市の非営利団体または宗教法人が発行する気付書簡。 その事業体は、現在ニュ
ーヨーク市から資金提供を受けていなければなりません。   書簡には、申請者が事業
体から過去60日間支援を受けており、郵便を受け取る目的で事業体の住所を使用する
可能性があることを記載しなければなりません（14日以内の日付）。 カード上の住所
は、事業体の気付け(c/o)になります。  

• 自宅住所がない人に支援を提供するニューヨーク市の機関、非営利団体、または宗教
法人が発行する書簡（30日以内の日付）。 カードには住所が記載されません。 

• ドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）の被害者にに支援を提供するニューヨー
ク市の機関、非営利団体、または宗教法人が発行する書簡（30日以内の日付）。 カ
ードには住所が記載されません。 

• ニューヨーク市の病院または診療所が発行する書簡（30日以内の日付）。 カードに
は住所が記載されません。

• ケーブルテレビ、電話または公共料金の請求書（60日以内の日付）  

• 現在の住居賃貸書  

• 地方固定資産納税証明書（1年以内の日付） 

• 住宅ローン支払い受領書（60日以内の日付） 

• 銀行口座明細書（60日以内の日付） 

• 給与明細書（60日以内の日付） 

• HHC(Health and Hospital Corporation、市立病院法人）のオプションプログラム
または連邦政府認定健康センターが発行する明細書、請求書または記録書 

• ニューヨーク州または連邦裁判所が発行する陪審召喚状または裁判所の召命 

• 連邦、ニューヨーク州またはニューヨーク市の所得税申告書または還付（1年以内の
日付） 

• 保険請求書（自宅所有者、生命、賃借人、自動車、健康保険；60日以内の日付） 

• ニューヨーク市住宅公社(NYCHA) が発行する書簡（60日以内の日付） 

• 申請者または申請者の子供が在籍する小学校、中学校、高等学校、または市教育局７
９地区の学校が発行する書簡（60日以内の日付） 

• NYC児童サービス局 (Administration for Children Services；ACS)またはACS里親
委託機関(Foster Care Agency)発行の書簡（60日以内の日付） 

• ニューヨーク市のホームレスシェルターが発行する書簡（申請者が15日間そのシェル
ターに滞在しており、さらに30日以上の滞在を申請者に認めていることが記載されて
いなければなりません。）

下記は要約された身分・住居証明書類のリストです。完全なリストは www.nyc.gov/idnyc/documents を参照して下さい。

3ポイントの身分証明書類  

2ポイントの身分証明書類  

1ポイントの身分証明書類  

• ニューヨーク市の現住所が記載されたニューヨーク州(NYS) 陸運局(DMV)が発行する
運転免許証または仮免許証  

• ニューヨーク市の現住所が記載されたNYS DMVが発行するIDカード 
• ニューヨーク市の拳銃免許証（1年以内の日付）

• 米国のパスポートまたはパスポートカード  
• 外国のパスポート（機械読取式）  
• 米国の州が発行する写真付運転免許証または仮免許証 
• 米国の州が発行するIDカード 
• 米国の永住者カード（グリーンカード） 
• 市民権・帰化証明 
• 共通アクセスカード（現役の軍人、退役者または予備兵用） 
• 一般的な米国労働許可証 
• 米国少数民族ID  
• 米国連邦政府が発行する写真付きID 
• ニューヨーク州電子給付(EBT)カード（写真付き） 
• IDNYCカード（情報の変更または更新のため）

• 外国のパスポート（機械読取式以外）  
• 失効した米国または外国のパスポート（最大失効期限3年、機械読取式）  
• 領事館のIDカード 
• 米国の連邦、州、地方自治体の職員ID 
• ニューヨーク州の専門家または専門職のIDカード 
• 米国の出生証明書  
• 米国務省発行の査証 
• 外国の運転免許証（機械読取式） 
• 外国の国民IDカード（機械読取式） 
• 社会保障カード（ソーシャルセキュリティカード） 
• 米国個人納税者のID番号認可書 
• 米国軍属ID 
• ニューヨーク市保健精神衛生局(NYC DOHMH)発行の移動式フードベンダーライセンス 
• 米国移民局発行の承認通知書

• 外国の国民IDカード（機械読取式以外）  
• 外国の出生証明書  
• 外国の写真付き軍人IDカード 
• 外国の運転免許証（機械読取式以外） 
• 教育機関のIDカード（中学校、高等学校、大学、カレッジ、大学院教育） 
• 米国の高等学校または同等の教育機関、大学院、カレッジまたは大学の卒業証書 
• 米国の成績証明書 
• NYS 電子給付(EBT)カード（写真なし） 
• ニューヨーク市の夏季青少年雇用プログラムIDカード 
• 米国労働組合IDカード写真付 
• 米国で発行された社員証（聖職者IDを含む） 
• 結婚証明書、同性婚証明書、同棲関係証明書、離婚証明書 
• 首都交通局(MTA)発行の高齢者と障碍者用メトロカード 
• 首都交通局(MTA)アクセスライドIDカード 
• ニューヨーク市公園局レクレーションセンター会員証 
• 米国有権者登録証 
• 米国徴兵制登録証 
• 米国発行の子供の出生証明書（申請者を生みの親として記載していなければなりません）

IDNYCカードを申請するには、以下の基準を満たしていなければなりません。  
1)   書類を少なくとも 4ポイント（身分証明を少なくとも3ポイント、住居証明を少なくとも1ポイント）提出すること。  
2) 申請者が14-21歳以外で保護者を伴わない場合、 提出書類の少なくとも1つは写真付きであること。 
3)  提出書類の少なくとも1つに生年月日が記載されていること。 
期限切れの書類は受け付けません。ただし、機械読取式のパスポートは、有効期限失効後3年以内であれば受け付けます。 書類は原本および発行する機関
が認証したコピーのみを受け付けます。 

年齢要件： IDNYCカードを申請できる最少年齢は14歳です。 14歳以上の申請者は、法定後見人や保護者がいなくても申請できます。  

写真付きIDがない14-21歳の申請者： 14-21歳の申請者は、申請者との関係を証明できる保護者が付き添っていれば、写真付きIDがなくても申請できます。 
対象となる保護者は、実の両親、養父母、法定後見人、法的親権保持者、里親、児童サービス局(Administration for Children Services; ACS)の職員、ま
たはACS里親委託機関所属のケースワーカーです。 申請者は、身分証明書類を少なくとも2ポイント提出しなければなりません。 保護者は、自分の身分証
明書類(写真付を含む)を少なくとも3ポイント提供しなければなりません。 申請者と保護者は、下記にある保護者との関係を証明する書類を1つ提出しなけ
ればなりません。  

住居： 自宅住所を持たない人とドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）の被害者を除くIDNYC申請者は、全員自宅の住所を提供することを求められま
す。 申請者に自宅住所がない場合、またはドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）の被害者である場合、申請者はニューヨーク市の住居証明を要求さ
れますが、気付け(c/o)で郵便を受け取れる非営利団体または宗教法人を指定することができます。 住所が記載されていない、または気付け(c/o)の住所が
記載されたIDNYCカードは、場合により受け入れられないことがあります。   

カードの交換： 紛失、盗難または損傷したカードを交換する申請者は、困窮による費用免除に署名していない場合、10ドルの手数料がかかります。 紛失、
盗難または損傷したカードの交換は、財務局のIDNYC登録センターでのみ可能です。

IDNYC申請に関する説明  

4ポイントの身分・住居証明書類  

保護者との関係－保護者と14-21歳の申請者との関係証明書  


