
報道関係者各位 

2 0 1 8 年 1 月 2 9 日 

株式会社ゆうちょ銀行 

日 本 郵 便 株 式 会 社 

札幌市および Web での Visa プリペイドカード「     （ミヂカ）」の発行開始について 

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 池田 憲人、以下「ゆうちょ銀行」）

および日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男、以下「日本郵便」）は、

仙台市、熊本市の一部の郵便局・ゆうちょ銀行で発行している Visa プリペイドカード「mijica 

（ミヂカ）」について、2018 年 2月 1日（木）から、札幌市内の mijica 取扱郵便局・ゆうちょ銀行    

窓口での即時発行および Web での申し込みを開始しますのでお知らせいたします。 

1 札幌市での発行について 

(1) このサービスは、札幌市、札幌市内の百貨店、ショッピングセンターなど地域の皆さま方にご協力   

いただき、地域経済活性化への貢献や、キャッシュレス決済の拡大を目的としています。 

2018 年 2 月 1 日（木）から、札幌市内の mijica 取扱郵便局およびゆうちょ銀行窓口において     

即時発行いたします。 

※mijica 取扱郵便局・ゆうちょ銀行は別紙 1をご参照ください。 

(2) ポイント優遇店

   mijica は、ご利用金額に応じてポイントがたまり、「ポイント優遇店」 

マークのあるお店でのご利用であれば、ポイント優遇を受けられます。 

2018 年 2月 1 日（木）から、札幌市内の以下の店舗でポイント優遇を受けられます。 

赤れんがテラス 新さっぽろサンピアザ、dUo 

さっぽろ東急百貨店 大丸札幌店 

サッポロファクトリー  

また、2018 年 2月 1 日（木）から、以下の店舗については、全国でポイント優遇を受けられます。 

ココカラファイン ファミリーマート、サークルＫ・サンクス 

西友、LIVIN、サニー ヤマダ電機 

パルコ 

三井ショッピングパーク ららぽーと、

三井アウトレットパーク、 

三井ショッピングパーク ララガーデン 

「ポイント優遇店」の詳細については、ゆうちょ銀行 Web サイトでご案内しております。 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/

【札幌版券面】 

○札幌版券面のデザインは、「サッポロスマイル」です。

札幌版「mijica（ミヂカ）」の発行にあたり、札幌市の

サッポロスマイルプロジェクト、札幌市内の百貨店・

ショッピングセンターなど地域の皆さま方にご協力

いただき、本デザインとなりました。 



2 Web 申込みの開始について 

2018 年 2 月 1 日（木）から、以下の 3 種類の mijica 券面について、パソコンやスマートフォンを

通じて、ゆうちょ銀行 Web サイトで全国から mijica をお申し込みいただけます。 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/card/mijica/kj_crd_mij_nyukai.html

なお、カードは郵送いたします。 

3  mijica の機能追加について 

 2018 年 1 月 22 日（月）、mijica に以下の新機能を追加し、ますます便利にご利用いただける 

ようになりました。mijica 利用のイメージについては別紙 2をご参照ください。 

追加機能 概要 

ゆうちょ ATM での 

現金チャージ・ 

mijica 残高出金 

全国約 27,900 台のゆうちょ ATM において、現金で mijica に 

チャージできます。また、mijica 残高からの出金も可能です。 

※ 現金チャージ：1回あたり千円単位で 9 万 9千円まで、手数料無料 

※ 残高出金：1 回あたり千円単位で 5万円まで、手数料 54 円(税込)

mijica 間送金 

「おくって mijica」 

スマホ等を使って、mijica 会員間でチャージ残高の範囲内でおくる

ことができます。会費の集金、お子さまへのお小遣いなど、便利に

ご利用いただけます。 

※ 1回当たり 1 円単位で 5万円まで 

※ 手数料無料で月 10 回まで利用可能 

※ 未成年者からの送金はできません 

会員向けスマホアプリ 

「Lite 版」 

iOS 版・Android 版 

iOS 専用で提供していた会員向けスマホアプリについて、家計簿

機能を除き、よりシンプルに利用できる「Lite 版」を新たに提供

しました。また、「Lite 版」は Android にも対応しました。 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
株式会社 ゆうちょ銀行 

コーポレートスタッフ部門広報部（報道担当） 
電 話：03-3504-4440（直 通） 
F A X：03-3580-6799 

【お客さまのお問い合わせ先】 
株式会社ゆうちょ銀行 mijica デスク 
0120-504-186（通話料無料） 
［受付時間］9:00～17:00(1 月 1 日休み) 
※上記がつながらない場合、03-5996-1282 
（通話料有料） 
※携帯電話、PHS 等からもご利用いただけます。 
※IP 電話等、一部ご利用いただけない場合があります。

【仙台版券面】【全国版券面】 【熊本版券面】 



別紙 1 

<札幌市内の mijica 取扱郵便局、ゆうちょ銀行店舗> 

以下の mijica 取扱郵便局およびゆうちょ銀行窓口において即時発行いたします。 

名称 郵便番号 住所 

札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西 2-1（パセオ内） 

札幌大通公園前郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 4-6-8 

札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 2-9 

札幌北一条中郵便局 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 7（北 1条第一生命ビル） 

札幌北一条郵便局 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 10 

札幌北九条郵便局 060-0909 北海道札幌市東区北九条東 7 

札幌北五条中郵便局 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西 6-1-1（第 2道通ビル） 

札幌北五条郵便局 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西 14-1-30 

札幌北三十一条郵便局 065-0031 北海道札幌市東区北三十一条東 8-1-4 

札幌北三十三条郵便局 065-0033 北海道札幌市東区北三十三条東 1-6-12 

札幌北三条郵便局 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西 3-1（札幌北三条ビル 1階） 

札幌北十三条東郵便局 065-0013 北海道札幌市東区北十三条東 15-3-37 

札幌北十二条郵便局 065-0012 北海道札幌市東区北十二条東 1-1-2 

札幌北十八条郵便局 065-0018 北海道札幌市東区北十八条東 1-3-24 

札幌北七条西郵便局 060-0007 北海道札幌市中央区北七条西 24-2-6 

札幌北七条郵便局 060-0807 北海道札幌市北区北七条西 6-1-4 

札幌北二十五条郵便局 065-0025 北海道札幌市東区北二十五条東 20-3-15 

札幌北二十条東郵便局 065-0020 北海道札幌市東区北二十条東 17-1-15 

札幌北二十四条郵便局 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東 8-2-6 

札幌北二十六条郵便局 065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東 1-4-27 

札幌北二条中郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 2-26 

札幌北二条郵便局 060-0032 北海道札幌市中央区北二条東 2（キョウエイ札幌ビル） 

札幌北四条西郵便局 060-0004 北海道札幌市中央区北四条西 19 

札幌合同庁舎内郵便局 060-0808 北海道札幌市北区北八条西 2-1-1（札幌第 1合同庁舎 B1） 

札幌白樺郵便局 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東五条 18-1-13 

札幌桑園駅前郵便局 060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西 14-1-35 

札幌中央市場前郵便局 060-0010 北海道札幌市中央区北十条西 21-2-30 

札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東 1-2-1 

札幌月寒中央通郵便局 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通 11-1-5 

札幌苗穂郵便局 065-0043 北海道札幌市東区苗穂町 4-1-46 

札幌中の島郵便局 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条 1-3-21 

札幌西岡二条郵便局 062-0032 北海道札幌市豊平区西岡二条 3-2-20 

札幌西岡郵便局 062-0034 北海道札幌市豊平区西岡四条 10-7-33 

札幌平岸五条郵便局 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸五条 8-1-1 

札幌平岸三条郵便局 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条 3-1-19 



名称 郵便番号 住所 

札幌平岸六条郵便局 062-0936 北海道札幌市豊平区平岸六条 13-3-30（平岸パールビル 115） 

サッポロファクトリー内
郵便局 

060-0032 北海道札幌市中央区北二条東 4 

札幌福住郵便局 062-0042 北海道札幌市豊平区福住二条 6-6-3 

札幌北大病院前郵便局 060-0814 北海道札幌市北区北十四条西 5-8-1 

札幌本町郵便局 065-0042 北海道札幌市東区本町二条 8-3-6 

札幌丸井内郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西2-11（丸井今井札幌本店一条館9階）

札幌美香保郵便局 065-0017 北海道札幌市東区北十七条東 8-1-5 

札幌南一条中郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西 11-327-6（ワンズ南一条ビル） 

札幌南一条西郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西 18-1 

札幌南一条東郵便局 060-0051 北海道札幌市中央区南一条東 5-1 

札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西5-20（郵政福祉札幌第一ビル1階）

札幌南三条郵便局 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西 3 

札幌南二条郵便局 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西 7-5-6 

札幌南四条郵便局 060-0054 北海道札幌市中央区南四条東 2-15 

水車町郵便局 062-0912 北海道札幌市豊平区水車町 5-4-13 

月寒郵便局 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通 6-3-36 

豊平橋郵便局 062-0904 北海道札幌市豊平区豊平四条 2-6-12 

豊平平岸郵便局 062-0932 北海道札幌市豊平区平岸二条 14-2-26 

豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条 6-3-4 

豊平六郵便局 062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条 7-3-15 

苗穂駅前郵便局 060-0032 北海道札幌市中央区北二条東 12-98 

中の島南郵便局 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島一条 7-10-8 

永山記念公園前郵便局 060-0032 北海道札幌市中央区北二条東 7 

東月寒郵便局 062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東一条 18-5-70 

北海道庁内郵便局 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西 6 

美園郵便局 062-0008 北海道札幌市豊平区美園八条 6-1-1 

ゆうちょ銀行札幌支店 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 4-3 

ゆうちょ銀行札幌東店 065-8799 北海道札幌市東区北二十五条東 16-1-13 



￥

■ mijica 利用のイメージ 
別紙 2

●ATM でのチャージができる！
 ゆうちょ ATM で現金でのチャージが
 可能 

2018 年 1月 22日以降の便利な 4 つの新機能 

●チャージ残高を現金で出金できる！
 ゆうちょ ATM で 1回当たり 5万円 
まで出金が可能

●mijica 会員にチャージ残高を
おくることができる！ 
※未成年からの送金は出来ません

●スマホアプリ「Lite 版」(iOS 版・Android 版)登場！
従来の家計簿機能を除いて、よりシンプルに利用
できる Lite 版を追加し、Android 端末にも対応 

●利用通知メールが届く！
 カード利用後、登録したメールアドレスに 
利用通知メールが届くため、すぐにチャージ 
残高が分かって安心・便利

●カードをロックすることができる！
 会員サイトからカードのロック／解除が可能 
 ロックしておけば、カードを紛失しても安心

安心・安全３つのポイント 

●カード紛失時も安心!
サーバで残高管理しているので、カード紛失の 
場合でもカード停止時点のチャージ残高で再発行
が可能

② 全国の Visa マークのある 

  お店でクレジットカードと 

  同様の利用方法で支払い 

③ 他の mijica 会員へチャージ 

  残高をおくる「おくって mijica」

④ ゆうちょ ATM で出金 

自身の mijica 家族・友人等の mijica 

現金 

mijica イメージキャラクター「みじか」

① まずは自分の mijica へチャージ 
【チャージ方法】 

・会員サイトやスマホアプリでゆうちょ

銀行口座からチャージ 

・ゆうちょ ATM を使い現金でチャージ 等


