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１４１９９６

神奈川県内にお住まい方

猟銃等講習会の（経験者講習）を申し込みされる方、24時間、何時でも
パソコンから申し込みを行うことが出来るようになりました。

今までの申し込み
　○今までの申し込みは、所轄の警察署へ申し込みに行かなければならなかった。
　○証明写真を２枚用意しなければいけなかった。
　○受講料は証紙を貼って納めていた。

電子申請届出システムによる申し込み
　○自分の好きな時にパソコンから申し込みが出来る。
　○写真はデジカメで撮った写真をファイル（ .ｊｐｇ .doc .xlｓ等）で添付すればよい。
　○受講料はインターネットバンキングで支払うことが出来る。

ご自分で申請するのが面倒な方は所持許可証と３，０００円（申請料）を持って当店に
お越しください。神奈川県内の方は、当店から申請することが出来ます。証明写真は
当店で撮影（無料）いたします。

猟銃等の所持・更新のために受講する猟銃等講習会（経験者）を電子
申請届出システムで申請を行うには以下のものをご準備ください。

電子申請用ＩＤ・パスワードの取得

Pay-easy（ペイジー）を行うためのログインパスワードの取得

Pay-easy（ペイジー）
ペイジーは、金融機関が共同で構築・運営しているサービスで、
国内のほとんどの金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、
労働金庫、農漁協、日本郵政公社）が共通の仕組みでサービス
提供しています。簡単に支払いが出来るシステムです。

ダイレクトカードをお持ちでない方は、取引先の金融機関へ
お申し込みください。カードに記載されている契約番号を支
払い用ログイン画面で入力する必要があります。

申請料の支払いは、Pay-easy（ペイジー）によって行われます。
支払い画面で各金融機関へログインするためにダイレクトカード
ログインパスワードが必要になりますので、必ずログインパスワ
ード（６桁以上の英・数・記号の組合せ）の登録を済ませてください。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ用のダイレクトカードの取得



(1)ナビダイヤル　0570－05－7500　　（8:30～17:30）

(2)一般電話　　　03－5977－7095　　（8:30～17:30）

(3)WEBフォームhttps://shinsei-p.e-kanagawa.lg.jp/soudan/html/info/j-shitumon.html　（原則24時間）

(4)FAX　　　　　03－5977－7096　　（原則24時間）

神奈川県警察本部　生活安全部　生活安全総務課営業係

ＴＥＬ：０４５－２１１－１２１２　内線　３０３４・３０２４

問い合わせ先；

システムやパソコンの設定について

（FAX送信票の雛型は、左上の「共同運営トップ」ボタンからリンクするサイトよりダウンロードできます。）
※(1)、(2)については、営業日（土日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く平日）のみの受付とさせて
　いただきます。
※ (3)、(4)については、営業日外に到着したものについては、翌営業日にご回答いたします。

猟銃等講習会のことについて

その他のお問い合わせ

ガンショップトーシン（東神興産株式会社）
TEL　０４６－２２８－３１７３
FAX　０４６－２２９－０９０８
e-mail：andou@gunshop-tohshin.com

※PCの設定によって、インターネットバンキングへ移らない場合があります。



パソコンによる電子申請スタート

神奈川県警察　生活安全部
　生活安全総務課営業係

電子申請入口ｸﾘｯｸ

利用者ＩＤ入力
パスワード入力

ログインをｸﾘｯｸ

利用者ＩＤを持っていない
方は、ここからIDとパスワ

ードを取得する。

利用者規約の同意

同意をｸﾘｯｸ

申請書作成画面

新規作成をｸﾘｯｸ

申請書入力シートに
必要事項を入力

入力完了をｸﾘｯｸ

各項目入力の確認

確認完了をｸﾘｯｸ

事前に撮影した申請人の証
明写真を保存しているファイ
ルを指定して添付する。

この時点で修正がある場合
は「修正」をｸﾘｯｸして申請書
入力画面に戻り、入力する。

申請者の写真の添付
証明写真は、.jpg・.doc・.exl
で保存したものを何処かの
ﾌｫﾙﾀﾞ内に保存しておく。
ﾌｧｲﾙ名は、半角英数で表示
（例：2007.01.tohshintarou.jpg）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

右側上段へ移動。

納付方法はPay-Easy
ペイジーを選択

納付方法の選択

⑧

ここで初めて県警本部へ
データが送信される。

入力データを送信

⑨

県警へ送信された申請書が
受取られたことを確認する

送信データの到達を確認

⑩

印刷のタブをｸﾘｯｸして到達番
号
納付番号を記録しておく

到達番号・納付番号の印刷

⑪ 印刷のタブをｸﾘｯｸして到達番
号納付番号を記録しておく

到達番号・納付番号の印刷

⑪

「お支払い（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ）」
をｸﾘｯｸして納付手続きを行う。

ペイジーによる納付手続き

⑫

申請者の登録している金融機
関指定してそこのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに
進む

金融機関を指定

⑬

申請者が登録している金融機
関を指定し、「お支払い」をｸﾘｯｸ
するとそこのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに進む

⑭

電子申請手続きの流れ猟銃等講習会（経験者）申込み



申請者の登録している金融機
関を指定してそこのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
に進む

金融機関を指定

⑮

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞにﾛｸﾞｲﾝし
納付手順に沿って手続きを
行う

契約番号・暗証番号

⑯

納付手続き後、「確認」ボタン
をｸﾘｯｸすると　申請詳細情報
画面が表れ、納付済みである
かを確認する。

申請詳細情報の確認

⑰
ここで納付済みが確認
出来れば、県警本部に
到達番号の物件の納付
が完了されたことになる。

利用者が登録しているパソコ
ンに神奈川県市町村電子申
請・届出システムからmailが
入る。

受理確認mailを受取る

⑱

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのｱﾄﾞﾚｽをｸﾘｯｸして
電子申請ｼｽﾃﾑのHPにﾛｸﾞｲﾝ
し、指示に従い申請した到達
番号の項目をｸﾘｯｸする。

mailを開きシステムのＨＰに入る

⑲

申請詳細情報から申請した
到達番号と「納付済み」に
なっていることを確認して下
段にある「公文書」から表示
をｸﾘｯｸして印刷する。
　　　　　　　　　　手続終了

申請詳細情報から公文書を印刷

⑳

必ずこの公文書を表示
して印刷する。
印刷したものは、講習会
の受講票となるので当日
会場に持参する。
公文書を印刷することで
県警本部との諸手続きが
終了することになるので
必ず印刷すること。

右側上段へ移動。

ダイレクトカードの裏面
に記載された乱数表を
見て指定された桁数を
入力する

県警本部で支払いが確認
されてから受理確認mailが
送られるので、mailが入る
まで少し時間を要する。



①

神奈川県警ホームページ電子申請のトップページ



②

登録している利用者IDを入力し
パスワードを入力

③

④

KabCDEfG



申請書作成画面が表れる

未作成

④

手続きの流れ

東神　太郎



入力シートが表れ、必要事項を入力する

⑤

半角で入力

入力完了をクリックすると、次頁の画面で入力を確認する

手続きの流れ

東神　太郎

東神 太郎

トウシン タロウ

厚木市

岡田４－１

厚木市

岡田４－1－８
全角で入力

会社員

所持していない
ものは「0」とす

046-228-3173

45270000001

厚木警察署



事前にﾏｲﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの
中に写真用ﾌｫﾙﾀﾞを
作り、申請書証明写
真ﾌｧｲﾙ（.jpg）等で
保存しておき、写真
ﾌｧｲﾙを参照する

訂正があれば、
「戻って修正」を
ｸﾘｯｸして前の画面に
戻って修正し、
「入力完了」をｸﾘｯｸ
してこの画面に戻り
「確認完了」をｸﾘｯｸ
する。

⑥

「印刷」又はPDF形式
で表示から印刷をす
るとこの入力画面を
印刷することができる

確認完了をｸﾘｯｸする
と申請書作成画面に
戻り、作成状況が
「作成済」と表示され
る。
２．添付書類を指定
するのところで
「参照」をｸﾘｯｸして申
請者」の写真を指定
する。

作成済

「送信」をｸﾘｯｸすると
このｳｲﾝﾄﾞｳが表示
されるのでOKをｸﾘｯｸ
する。
ここでデータが県警
に送信される。

⑦

⑧

⑨

手続きの流れ

東神　太郎

ﾄｳｼﾝ　ﾀﾛｳ

東神太郎

神奈川県

厚木市

岡田４－１

神奈川県

厚木市
岡田４－１－８

046-228-3173

自宅

東神　太郎



⑩

確認し、この画面を
印刷しておくこと

手続きの流れ

⑪

　この時点では、未だ納付手続きがされていないので、納付情報のところには未納付と表示されて
いる。
申請者のデータは、県警本部に届き、到達番号でデータを受け取ってもらったことになっている。
⑪の「お支払い（インターネットバンキング）」をクリックすると、納付する金融機関のホームページに
飛び、インターネットバンキングの諸手続きを経て、神奈川県の電子申請ネットワークに手数料を
振り込むことができる。

インターネットバンキングを行うには、カードの契約番号とログインパスワード、カードの裏面に記載
されている乱数表を用意する。

東神　太郎



⑫

⑬

⑬の「お支払い」をクリックすると、指定金融機関のホームページに飛んで、振込み手続きを
することができる。パソコンの設定が悪い場合、ホームページに飛ばない場合がある。



⑭

⑯

契約番号５桁+５桁とパスワードを
入力後、ログインをクリックする。
この後は、納付金額確認画面が
表示され、確認後　乱数表を見て
指示された場所の４桁数字を入力
して振込みが実行される。

納付行為を中止する場合は、必ず
「取引をやめる」をクリックして中止
すること。
次の画面でも中止する場合は、
「取引をやめる」をクリックして終了
すること。

ログイン画面以降は個人情報画面
となるので省略
画面の案内に沿って進む。

金融機関のホームページ画面
　　　　　この画面は三菱東京UFJ銀行ＨＰ

インターネットバンキングのペイジー

　　　　　　　　　　　　　　　Pay-Easy

※ペイジー収納サービスのログイン
　を行うためには、６桁以上の暗証
　番号が必要になるので、事前に
　ログインパスワードを登録しなけ
　ればならない。

⑮



確認をクリックすると申請書詳細画面
で納付済になっていることを確認す
る。

⑰

（納付済）

この画面で、納付されたことを確認
する。指定金融機関への納付が
完了したこととなる。

申請したものを取り下げしたい場合は、「申請取り下げ」をクリックして手続きを行う。
納付前にこの画面から、取り下げを行うことは可能。納付後の処理が可能かは不明。

取り下げ理由を入力して、「取下げ」を
クリックすると、送信されて取下げ作業
を行ってもらえる。（県警が行う）
　
　

ココへ理由を入力する



前頁の「申請詳細情報」画面で納付済を確認できれば、この情報が県警本部に送信され、以下のようなMail
が、利用者の登録パソコンに送信されるのでその指示に沿って操作を行い、「公文書」を印刷することで県警
本部の受付作業が終了することになる。
そして、印刷したものを講習会の受講者が会場に持参する。

mail受信トレイ　神奈川県市町村電子申請・届出システム
からの受領mail

⑱

⑲

⑳

公文書印刷の手順

KabCDEfG



警

到達番号・納付済を確認して到達番号の青印字のところをｸﾘｯｸす
る

表示をクリックして印刷し
講習会場に持参する


