一般的な ITIN 情報
アラート：
あなたはあなたの ITIN を更新する必要があります。過去 3 年間に少なくとも 1
回は連邦税申告で使用されなかったすべての ITIN は、2017 年 1 月 1 日現在の
税申告で使用することができません。また、2013 年以前に発行されたすべての
ITIN は、 （例：（9XX-78-XXXX））すべての期限切れの ITIN は、米国税務申
告書で使用する前に更新する必要があります。特定の扶養家族のために ITIN を
申請したり更新したりする際には、新たな文書化の必要条件があります。詳細
については、ITIN 満了のよくある質問をご覧ください。
・ITIN とは何ですか？
個人納税者番号（ITIN）は、内国歳入庁が発行する納税処理番号です。 これは
9 桁の数字で、常に 9 から始まり、4 桁目と 5 桁目に 70-88 の範囲を持ちます。
2011 年 4 月 12 日より、900-70-0000 から 999-88-9999,900-90-0000 から
999-92-9999 および 900-94-0000 から 999-99-9999 の範囲に拡大されました。
IRS は、米国納税者番号を必要とするが、社会保障管理（SSA）から社会保障
番号（SSN）を取得する資格のない個人に、ITIN を発行します。
居住者と非居住外国人の両方が内国歳入法の下で米国の申請または報告要件を
満たすことができるため、移民ステータスに関係なく ITIN が発行されます。
個人が例外を満たさない限り、申請要件を満たし、ITIN を受け取るための有効
な連邦所得税申告書を提出しなければなりません。
・ITIN とは何ですか？
ITIN は連邦税務申告のためのものであり、他の目的に役立つものではありませ
ん。 IRS は、個人が米国の税法を遵守し、社会保障番号（Social Security
Numbers：SSN）に適格でない人に対して税務申告と支払いを効率的に処理し
て会計処理するための手段を提供するための ITIN を発行します。

ITIN は次のことをしません：
•米国での仕事を認可する
•社会保障給付の適格性を提供する
•従業員所得税クレジットのために従属する資格を取得する
・誰が ITIN が必要ですか？
IRS は、連邦税務申告または申請要件を満たし、SSN の資格を持たない外国人
およびその他の人々に ITIN を発行します。 米国租税条約の規定に基づいて税
金の払い戻しを請求するためにのみ米国税務申告を提出する必要がある SSN の
資格がない非居住者の外国人は、ITIN が必要です。
ITIN を必要とする個人の他の例としては、
•米国納税申告書を提出するために必要な非居住外国人
•アメリカの居住外国人（アメリカに在留している日に基づいています）が米国
の納税申告書を提出しています
•米国市民/居住外国人の扶養家族または配偶者
•非居住外国人ビザ保有者の扶養家族または配偶者
・ITIN が必要かどうか私はどのように知っていますか？
あなたが SSN を持っておらず、SSN を取得する資格がないが、連邦所得税番号
を提出するか、連邦所得税申告書を提出する必要がある場合は、ITIN を申請し
なければなりません。
保留中の SSN 申請書をお持ちの場合は、書式 W-7 を提出しないでください。ソ
ーシャルセキュリティ管理（SSA）があなたに SSN を発行できない旨を通知し
た場合に限り、フォーム W-7 を記入してください。
SSN を取得するには、フォーム SS-5「社会保障カード申請書」を参照してくだ
さい。 フォーム SS-5 を取得する、または SSN を取得する資格があるかどうか
を知るには、社会保障管理に行くか、SSA オフィスに連絡してください。 法律
では、外国人は ITIN と SSN の両方を持つことはできません。

IRS は税フォームが SSN を要求する空白に SSN または ITIN を示す返品を処
理します。 IRS は、 "SSA"、205c "、" applied for "、" NRA "、および空白な
どを示すフォームを受け入れず、処理しません。
・ITIN を申請するにはどうすればよいですか？
IRS の個人納税者番号申請書 W-7 の最新版を適用して申請してください。例外
の対象とならない限り、有効な連邦所得税申告書を添付し、元の証明書または
発行代理店と外国のステータス書類によって証明されたコピーを含めてくださ
い。
ITIN 申請書への添付書類として納税申告書を提出しているため、フォーム
1040,1040A または 1040EZ の指示に記載されている住所に郵送しないでくださ
い。 代わりに、申請書 W-7 を提出し、身分証明書と外国の身分証明書を提出し
てください：
Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342
また、オースティンの IRS にお客様の情報を郵送する代わりに、IRS 認可の受
理官庁のサービスを使用して申請するか、または一部の主要な IRS 税務申告セ
ンターを訪問することができます。 米国の納税者援助センター（TAC）は、ITIN
申請に関するアシスタンスを、アポイント単位でのみ提供しています。 オース
ティンの IRS の ITIN ユニットは、すべての番号をメールで発行します。
・いつ ITIN を申請すればよいですか？
申請書に申告書を添付する必要があるため、連邦所得税申告書を提出する準備
が整うとすぐに Form W-7 を記入してください。
納税要件の例外のいずれかを満たしている場合は、身分証明書と外国の地位を

証明する書類と共に、W-7 様式を提出してください。 例外の対象となると判断
した後、できるだけ早く、例外の資格を証明するための補足文書を含める必要
があります。
ITIN の申請は、その年中いつでも可能です。 ただし、W-7 フォームに添付し
た納税申告書が返却期日後に提出された場合、利息および/または罰金が課され
ることがあります。 この状況を避けるためには、あなたの現在の年の返還を所
定の期日までに提出する必要があります。
・ITIN アプリケーションのヘルプはどこで入手できますか？
米国にいる場合は、IRS（フリーダイヤル）に 1-800-829-1040 までお電話くだ
さい。 米国外の場合は、フォーム W-7 と納税申告書の記入、または提出から 6
週間後の申請書のステータスの確認には、情報のために 267-941-1000（フリー
ダイヤル番号ではない）に電話してください フォーム W-7。
また、IRS 認定受け入れ代理店のサービスを利用することもできます。また、
ITIN 申請のアポイント・イン・ヘルプをアポイント単位で提供するため、米国
の特定の IRS Taxpayer Assistance Center で援助を受けることもできます。
・いつ、どのように ITIN を受けることができますか？
ITIN の資格があり、申請書が完成した場合、IRS から通常 7 週間以内にあなた
の納税者番号を割り当てる手紙を受け取ります。 申請から 7 週間後に ITIN や
そ の 他 の 連 絡 書 を 受 け 取 っ て い な い 場 合 は 、 IRS の 無 料 電 話 番 号
1-800-829-1040 にお電話でお申し込みください。 米国外にいる場合は、電話番
号 267-941-1000（フリーダイヤル番号ではない）に電話してください。
詳細は、よくある質問ページを参照してください。
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