
１. まずはじめに

２. 初期設定の流れ

DNPマイナンバーカードオンライン申請補助端末「マイナ・アシスト」

2021年4月

株式会社DNPアイディーシステム

このたびは「マイナ・アシスト」をご導入いただきありがとうございます。

ご使用前に必ずお読みいただけます様お願いいたします。

スタートアップガイド

初期設定完了

[Step１] 利用規約のダウンロード
⇒本紙3ページご参照

[Step３] アプリケーション設定
⇒本紙6ページご参照

[Step５] 動作確認
⇒本紙10ページご参照

[Step２] 利用規約の読み込み
⇒本紙5ページご参照

[Step４] アプリケーションのアップデート
⇒本紙7ページご参照

① ネットワークの接続をします
●自治体様各自で実施をお願いします。

③ Windowsのアップデートをします
●アップデート手順は本紙の15ページをご参照ください。

●アップデートは初期設定後でも行えますが、完了するまでに数時間かかる場合があるため

事前の実施をおすすめいたします。

④ 事前通知メールの内容を確認します
●以下の3通をご確認ください。（プリントアウトされる事ををおすすめします）

①ImagingBoxのアカウント通知（差出人名＝GigaCC <info@gigacc.com>）

②ImagingBoxの仮パスワード通知（差出人名＝GigaCC <info@gigacc.com>）

③弊社からお送りしているアカウント通知（差出人名＝マイナ・アシスト）

→見方については本紙の13ページをご参照ください

② 申請内容印刷用プリンタのドライバをインストールします（任意）
●申請内容印刷されない場合は不要です。

●自治体様各自で実施をお願いします。
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3. 本機のお取り扱い⽅法

① 電源の起動
左側⾯にある電源ボタンを2秒程度⻑押しします。
 →約3秒後に「EPSON」のロゴが表⽰されます。

② ⽂字の⼊⼒
画⾯右下にあるキーボードアイコンをタップすると画⾯上
にキーボードが表⽰されます。
表⽰されたキーボードを使って⽂字を⼊⼒します。

③ 電源のシャットダウン
画⾯左下にある①キーボードアイコン→②電源アイコン
→③シャットダウン の順にタップします。

④ 省電⼒状態について
ACアダプタを接続していない状態で30分間放置した場合、
電池の消耗を抑えるためタブレットは省電⼒状態となりま
す。復旧は起動時と同様に左側⾯にある電源ボタンを2秒程
度⻑押しします。

キーボードアイコン

①

②

③

電源ボタン

電源ボタン

拡⼤

拡⼤

※電源ボタンは軽く押すだけで反応します。
（強く押しすぎると故障の原因となる場合があります。）
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4. 初期設定⼿順

 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. オンラインファイル共有サービス「ImagingBox」にロ
    グインします。

    ※ログイン⽅法については、本紙の12ページをご参照
     ください。

2. 画⾯左のフォルダ⼀覧から[*48111*]→[*48113*]→
    [マイナ・アシスト]の順にタップして[利⽤規約データ
    等]をタップします。

3. ファイル名が当該の⾃治体ID（5ケタ）のファイル名を
    タップします。

※検索欄に⾃治体ID（5ケタ）を⼊⼒して[検索]をクリック
 するとお探しのファイルのみを表⽰できます。
   

4. "名前を付けて保存"をタップし、デスクトップに保存し
    ます。

5. 保存された圧縮フォルダを開きます。
    

[Step1] 利⽤規約のダウンロード

⾃治体IDは、弊社からお送りしているアカウント通知メールを

ご確認ください。
（メール本⽂の⾒⽅については本誌の13ページをご参照ください）

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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6. 開いたフォルダ画⾯の"展開"タブ→"すべて展開"の順に
  タップします。

7. そのまま[展開]をタップします。

8. ImagingBoxZIP解凍パスワード（数字2ケタ+英字2ケタ
    の組み合わせ）を⼊⼒して、[OK]をクリックします。
      →ファイルが解凍されます。

9. デスクトップ画⾯に保存されたフォルダを開きます。

10. 開いたフォルダの中に
  1)xxxxx_利⽤規約⽂章 （"xxxxx"は⾃治体ID）
  2)アカウント情報
     この2つのファイルが保存されている事を確認します。
     
※このフォルダと中のファイルは削除や移動はしないでく
   ださい。

以上で、利⽤規約のダウンロードは完了です。

ImagingBoxZIP解凍パスワードは、弊社からお送りしている

アカウント通知メールをご確認ください。
（メール本⽂の⾒⽅については本誌の13ページをご参照ください）

①

②

① ②

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. マイナ・アシストのトップ画⾯の[メンテナンス]をタッ
    プします。

    ※マイナ・アシストのログイン⽅法については本紙14
     ページをご参照ください。

2. [外部読込設定]をタップします。

3. "約款⽂章"の[参照]をタップします。

4. 【[Step1] 利⽤規約のダウンロード】でデスクトップ画
    ⾯に保存したフォルダにある、利⽤規約⽂章ファイル
    （ファイル名＝xxxxx_利⽤規約⽂章）を選択して[開く]
    をタップします。

5. 約款⽂章の内容が変更された事を確認して[登録(R)]を
    タップします。

以上で、利⽤規約の読み込みは完了です。

[Step２] 利⽤規約の読み込み

数字を変えると約款⽂章の⽂
字サイズを変更できます
（単位＝ポイント）

①

②

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. マイナ・アシストのトップ画⾯の[メンテナンス]をタッ
    プします。

    ※マイナ・アシストのログイン⽅法について本紙15ペー
     ジをご参照ください。

2. [アプリケーション設定]をタップします。

3. 弊社からお送りしている下記のアカウント通知メールを
   ご参照の上、それぞれ⼊⼒し、[登録]をタップします。
    

以上で、アプリケーション設定は完了です。

[Step３] アプリケーション設定

①

②

③
④

① ② ③ ④

～弊社からお送りしているアカウント通知メール（抜粋）～

認証コードは暗号化されている都合上、⼊
⼒⽂字数と表⽰⽂字（＊）数が⼀致しない
場合があります。

"⼊⼒内容を表⽰"部分をタップ
したまま右へスライドすると
⼊⼒した認証コードが表⽰できます。

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. マイナ・アシストを終了します。

2. ImagingBoxにログインします。

    ※ログイン⽅法については、本紙12ページをご参照くだ
     さい。

3. 画⾯左のフォルダ⼀覧から[*48111*]→[*48113*]→
    [マイナ・アシスト]の順にタップして[アップデート関
    連]をタップします。

4. [マイナ・アシスト アップデート⽤ファイル]をタップ
    します。

    ※バージョンの変更履歴を確認する場合は「アプリケー
     ション各バージョンの主な変更履歴」をご覧ください。
     （現在のバージョンの確認⽅法は、本紙14ページをご
   参照ください）

[Step４] アプリケーションのアップデート

この⼿順は必須ではありませんが、操作性および機能性向上のため実施をおすすめいたします。

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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5. "名前を付けて保存"をタップし、デスクトップに保存
    します。

6. デスクトップ画⾯に保存された圧縮フォルダを開きま
    す。

7. 開いたフォルダ画⾯の"展開"タブ→"すべて展開"の順に
    タップします。

8. そのまま[展開]をタップします。

9. デスクトップ画⾯に保存された圧縮フォルダを開きま
    す。

10. 開いたフォルダの中にある「setup」ファイルをダブル
     タップします。

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

① ②
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11. 左図の画⾯が表⽰された場合は[詳細情報]をタップして
      右下に表⽰される[実⾏]をタップします。
      →インストールが開始されます。

12. [はい]をタップします。

13. [OK]をタップします。
      →インストールは完了です。

14. マイナ・アシストにログインして画⾯の左上に表⽰さ
    れるバージョン名がインストールしたバージョン名に
  なっている事を確認します。

    ※マイナ・アシストのログイン⽅法については本紙14
     ページをご参照ください。

15. デスクトップ画⾯に保存されているダウンロード済フォ
     ルダを削除します。

以上で、アプリケーションのアップデートは完了です。

①
②

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

アプリバージョンのバージョン名（ver2.0.0.6の場合）
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. マイナ・アシストのトップ画⾯の[マイナンバーカード
    申請]をタップします。

2. 以下のテスト⽤QRコードを読み込む、あるいは申請書ID
  ⼊⼒欄に直接"0"（ゼロ）を23ケタ⼊⼒して[次へ]を
  タップします。

3. 利⽤規約⽂章をスクロールして最終⾏まで表⽰して
    [同意する]→[次へ]の順にタップします。

4. もし左図の画⾯が表⽰された場合は[OK]をタップして
    下記2点をご確認の上、再度1.から⾏ってください。
  1) ネットワークが接続されている事。
  2)【[Step３] アプリケーション設定】の3.の⼊⼒に
    誤りがない事。

[Step５] 動作確認 ※詳しくは同梱の取扱説明書をご参照ください

⼊⼒欄をタップすると
⾃動でテンキーが表⽰
します。

①

② ③

テスト⽤QRコード

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5
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5. [撮影]をタップします。
    以降の画⾯は、画⾯のガイダンスに沿って操作します。
    

6. 申請完了後、左図の画⾯が表⽰されます。
    印刷をする場合はプリンタを接続して[申請内容を印刷]
    をタップします。
    印刷しない場合は[TOPに戻る]をタップします。

7. 印刷した場合は印刷内容を確認します。

以上で、動作確認は完了です。

 

印刷しない場合 印刷する場合

この番号は⼤⽇本印刷株式会社による管理番号です。
（お問い合わせにはお使いいただけません）

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

以上で、初期設定は完了です。
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. デスクトップ上にある「ImagingBox（サポート）」の
    ショートカットアイコンをダブルタップします。

※ショートカットアイコンが⾒当たらない場合は下記⼿順
 のとおりアクセスします。
  1)スタートボタン→”Windows アクセサリ”→
   ”Internet Explorer”の順にタップ。
  2)表⽰した検索サイトの検索欄に『DNPアイディシス
   テム』と⼊⼒して 株式会社DNPアイディシステムの
     ホームページを開く。
  3)ホームページのサポートタブ→[ImagingBox はこ
         ちら]の順にタップ。

2. 左図の画⾯が表⽰される事を確認します。

3. ログインIDとパスワードを⼊⼒し、ログインボタンを
    クリックします。

3. 左図の画⾯が表⽰される事を確認します。
    →ログインは完了です。

[補⾜１] オンラインファイル共有サービス「ImagingBox」のログイン⽅法

ログインIDとパスワードは、差出⼈名が"GigaCC"の

通知メールをご確認ください。

①

②
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 ●差出⼈名は"マイナ・アシスト"です。
 ●お使いのメールソフトによっては表⽰レイアウトが崩れる場合があります。

[補⾜２] 弊社からお送りしているアカウント通知メールの⾒⽅

[Step３]
で

使⽤します

[Step３]
で

使⽤します

[Step１]
[Step３]

で
使⽤します

[Step３]
で

使⽤します

[Step１]
で

使⽤します
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1. ログイン画⾯にアカウントとパスワードを⼊⼒して
    [ログイン]をタップします。

    ログイン画⾯はタブレット起動後に⾃動で表⽰されます
    が、デスクトップ画⾯にあるショートカットアイコン
    （下記イラスト参照）をダブルタップする事で起動しま
    す。

【参考】⼊⼒した内容は"⼊⼒内容を表⽰"部分をタップ
            したまま右へスライドすると表⽰されます。

2. 左図の画⾯（トップ画⾯）が表⽰される事を確認しま
    す。

    ※何も操作せずに1分間経つと⾃動的にログイン画⾯に
   戻ります。

[補⾜３] マイナ・アシストのログイン⽅法

初期アカウント＝root

初期パスワード＝passwords
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 ※画像の内容は実際のものと異なる場合があります

1. [Windowアイコン]→[設定アイコン]の順にタップしま
    す。

2. "更新とセキュリティ"をタップします。

3. "更新プログラムのチェック"をタップします。

4.  「更新プログラムを確認しています...」と表⽰された
    ら、しばらく待ちます。

5.  更新プログラムが⾒つかった場合は、画⾯内に表⽰され
    ます。「ダウンロード中」、「インストール中」などと
    表⽰されたら、そのまま待ちます。

    ※数時間かかる場合があります。

6.  "最新の状態"です"と表⽰される事を確認します。
    →Windowsのアップデートは完了です。

[補⾜４] Windowsアップデート⽅法  ※実際の画⾯の内容と若⼲異なる場合があります

①

②

Windowsアップデートは今後も⾃動的に⾏われます。
P16（[補⾜5] Windowsアップデートに関する注意事項）もご覧ください。

Windowsアップデートは数時間かかる場合があります。
付属のACアダプターを接続の上実施ください。
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1. ご使⽤中に以下の様なポップアップが表⽰される場合は、「後で通知する」あるいはポップアップ表⽰を消してください。
 「今すぐ再起動」を選択するとタブレットが再起動し、内部処理のためしばらくご使⽤できなくなる場合があるため
 ご使⽤にならない時間帯に⼿動にて再起動される事をおすすめします。

2. 上記1.のポップアップは8時から17時までの間のみ表⽰される設定となっており、この時間以外の場合は
  ポップアップが表⽰せず突然再起動が⾏われる場合があります。
  下記の⼿順で時刻を変更する事ができます。

1. [Windowアイコン]→[設定アイコン]の順にタップします。
    

2. "更新とセキュリティ"をタップします。

3. "アクティブ時間の変更"をタップします。

4. 変更したい時刻を⼊⼒して[保存]をタップします。

  ※初期設定は開始時刻が8:00、終了時刻は17:00です。

[補⾜５] Windowsアップデートに関する注意事項

「今すぐ再起動する」を選択すると
この様な画⾯表⽰となり
しばらくご使⽤できなくなります。

①

②
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Q１

号機ID入力欄

認証コード入力欄

Q２ 申請内容に不備があった場合、訂正できますか？

Ａ

Ｑ３ Imaging Boxへのログイン方法について教えて下さい。

Ａ

Ｑ４ Windowsアップデートについてサポートできますか？

Ａ

Ｑ５ プリンタや印刷についてサポートできますか？

Ａ ●弊社ではサポートができかねますのでプリンターメーカーへお問い合わせください。

Ｑ６ Wi-Fi（Free Wi-Fi含む）の接続について教えて下さい。

Ａ ●弊社ではサポートができかねますので、Wi-Fi提供メーカーへお問い合わせください。

Ｑ７ 異なる自治体の申請者でも申請できますか？

Ａ

Ｑ８ 充電してもバッテリー容量が100％にならないのはなぜですか？

Ａ

Ｑ９ 被写体が暗く写ります。撮影時の注意点はありますか？

Ａ

●照明などの光源直下での撮影は極力お避けてください。

●照度が強い補助照明をご使用すると、光源のちらつきによる横縞状のノイズが写り込む場合があります。

●背景の色を青色などの暗色系統にしてみてください。

　詳しくは取扱説明書(version 2.0.1.0以降)の7.2項を参照願います。

●上記エラーが表示される場合は以下をご確認ください。

①Wi-Fiの表示は接続されているか又は電波状態は良好か。

②デスクトップにある”Imaging Box”のアイコンをダブルタップしてログイン画面が表示されるか。

　（インターネットに繋がる事の確認のため）

③DNPサーバーへのアクセス時のセキュリティの関係でファイヤーウォール等の制限がかかっていないか。

④Windowsアップデートに伴う更新プログラムのダウンロードがされていないか。

　 デスクトップ画面左下Windowsスタートボタン→「設定」→「更新とセキュリティー」で確認

　 できます。通信環境により通信できない場合がありますのでダウンロードが完了後操作をお願い

    します。

⑤アプリケーション設定の各入力欄に正しく入力されているか。

［補足６］マイナ・アシスト よくあるお問い合わせ

利用規約の画面で「次へ」を押下後に”申請準備に失敗しました”とエラーが

表示されてしまいます。

●バッテリーの劣化を防ぐために、予め最大充電容量は70～80％程度の設定となります。

A

●弊社ではサポートができかねますのでMicrosoft社の公式サポートページをご参照ください。

　参考URL：https://support.microsoft.com/ja-jp/help/12373/windows-update-faq

【参考】

実際にあった

入力ミス例
・誤ってImaging Boxの解凍パスワードを入力していた。

・入力文字が違っていた。

・先頭にスペースを入力していた。

・先頭の”Ｉ”（アイ）を誤って小文字”ｌ”（エル）を

   入力していた。

・先頭に”ＩＤ”を入力していなかった。

●弊社では訂正できかねますので地方公共団体情報システム機構様（J-LIS）へお問い合わせください。

●詳しくは同梱の冊子”最初にお読みください”または”スタートアップガイド”をご参照ください。

●申請書ＩＤ（ＱＲコード）撮影画面で”申請ＩＤ担当自治体が異なります”とメッセージが表示されますが

　そのまま[はい]をタップすることで申請は行えます。
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Ｑ10

Ａ

Ｑ11

Ａ

Ｑ12

Ａ
●追加購入された場合、通知メールは配信されません。初回ご購入時のログインアカウントを

　ご使用ください。

[マイナンバーカード申請]ボタンをタップ後、しばらくすると「エラーコード91」が

表示される。どのように対応すれば良いか？

●一定時間内にサーバーとの通信ができない場合やサーバーからの応答が受信できない場合にこのエラーが

　表示されます。もう一度申請書IDを入力していただき、「既に申請済です」とメッセージが表示される

　場合は、既に申請は完了していますが、メッセージが表示されない場合はもう一度撮影の上、申請をして

　ください。

アカウントロック予告通知のメールが届きました。どのように対応すれば良いか？

●ImagingBOXに90日間ログインされていない場合、このメール通知が届きます。

  通知メールが届いて30日以内にログインしていただければロックされません。

（通知メールが届いた後、30日間ログインされない場合は自動的にアカウントがロックされます。）

マイナ・アシストを追加購入したが、ImagingBOXのログインアカウントの

通知メールが届かない。
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