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このご利用ガイドには、振替受払通知票Web照会サービスを
ご利用いただくために必要となる基本的な内容を記載しており
ます。
なお、ご利用ガイドの記載内容につきましては、予告なく変更
する場合があります。
詳しいご利用方法および最新の情報につきましては、ゆうちょ
銀行Webサイトをご覧ください。

口座更新日の翌朝9:00以降に、パソコン・スマートフォンから
振替受払通知票および払込取扱票等を画像でご確認いただける
サービスです。

●サービスのご案内

　サービス概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

　ご利用上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

●ご利用方法

　振替受払通知票等の画像を表示する ‥‥‥‥‥‥‥‥４

　振替受払通知票等の画像をダウンロードする ‥‥‥‥６

　払込取扱票のデータ入力を行う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８

　その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

振替受払通知票Web照会サービスを
お申し込みいただき誠にありがとうございます。

目  次

サービス概要

タ ネターーネネ

郵送による通知方法

Web照会サービスによる通知方法

※上の図は代表的なパターンを記載しており、お取扱いの内容や曜日によって
日程は異なります。

サービスのご案内

■振替口座に入出金があった際は、口座更新日の翌朝７：00から
順次メールでお知らせします。
送信先のメールアドレスは、ゆうちょダイレクトで入金お知らせ受信
用として登録されたアドレスです。
※口座更新日が日曜・休日の場合は、翌営業日の7：00からメールを送信します。
※メールアドレスの登録方法は、ゆうちょ銀行Webサイト
　（https://www.jp-bank.japanpost.jp/）でご確認ください。

■口座更新日の翌日には振替受払通知票等が確認できます。
※口座更新日の翌朝9:00から確認できます。
（確認可能となる時刻はデータ量等によって前後することがあります）

※口座更新日が日曜・休日の場合は、翌営業日の9：00から確認できます。

（参考）
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ご利用上の注意
■ゆうちょダイレクト（ダイレクトサービス）のお申し込みが必要

です。

※その他、窓口取扱時間外に払込人さまのご請求により緊急で通常払込みの
取消しが行われた場合等には、郵送でのお届けとなる場合があります。

■照会可能期間は口座更新日から１年間です。
画面での照会だけでなく、PDF形式の画像データをダウンロード
できます。（ダウンロードファイルはZIP形式で圧縮されます）
※照会可能期間を過ぎた振替受払通知票等をご覧になりたい場合は、再発行扱い

として紙での郵送となります。（再発行には所定の手数料がかかります）
　再発行は、お客さまの振替口座を管理する貯金事務センターにご請求ください。

■本サービスをご利用中は、ゆうちょダイレクト（ダイレクトサー
ビス）の利用を廃止することはできません。

■パソコン・スマートフォン以外（携帯電話等）ではご利用いただけ
ません。

■本サービスをご利用中の場合、

■本サービスはゆうちょBizダイレクトでもご利用可能です。本
　サービスの操作方法はこのご利用ガイドと同じですが、ご利用可
　能時間やログイン方法はゆうちょBizダイレクトの操作説明書を
　ご確認ください。

次のサービスはご利用いただけ
ません。
•  振替MTサービス（振替MT伝送サービスを除く）
•  振替受払通知票の直接交付
•  配当金領収証の発行
※その他個別の事情により、本サービスをご利用いただけない場合があります。

■本サービスご利用中の口座を解約された場合またはゆうちょダ
イレクトの利用を廃止された場合は、振替受払通知票等の画像
データの照会ができなくなります。
口座解約前およびゆうちょダイレクトの利用廃止前に、データを
ダウンロードまたは印刷して保存いただきますようお願いしま
す。

※1月を除く毎月第3月曜日の0:00～6:30はご利用いただけません。
※1月1日～1月3日はご利用いただけません。
※上記のほか、システムメンテナンス等により休止することがあります。

■推奨OS、推奨ブラウザ

　Windowsの場合 Microsoft Edge、Firefox、
（パソコン）

　iPhoneの場合 Safari
　Androidの場合 Chrome

（スマートフォン）

Chrome 等（注）

　Mac OSの場合 Safari、Firefox、Chrome 等（注）

（注）詳細は、ゆうちょ銀行Webサイトをご覧ください。
※上記ブラウザはゆうちょ銀行において動作確認を行っておりますが、動作自体を

保証するものではありません。
※上記以外のブラウザをご利用の場合、一部、正しく動作しない可能性があります。

あらかじめご了承ください。
※本サービスを正しくご利用いただけない場合には、Windows Update等により、

最新の更新プログラムの適用をお願いいたします。

■推奨回線速度
　１Mbps以上
■PDFファイル閲覧ソフト

振替受払通知票等の画像データは、PDFファイルでご提供します。
PDFファイルを閲覧するには、アドビシステムズ社が配布している

。すで要必が）償無（redaeR ebodA
※本サービスを正しくご利用いただけない場合には、最新版のAdobe Readerの

インストールをお願いいたします。

■セキュリティソフト（パソコンに限ります）
振替受払通知票Web照会サービスを安心・安全にご利用いただ
くために、不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」をご利用
ください。
※本サービスを正しくご利用いただけない場合には、最新版の「PhishWallプレミ

アム」のインストールをお願いいたします。

ご利用時間

0：05～23：55

ご利用料金

無 料
ご利用環境

（通信料金はお客さまのご負担となります）

■本サービスをお申し込みいただいた場合、振替受払通知票等は
　郵送いたしません。（ただし、１日の通知枚数が200枚を超える場
　合は、インターネットではなく郵送でのお届け（無料）となります）
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振替受払通知票等の画像を表示する
（パソコン・スマートフォン）

1 ゆうちょダイレクトにログインします。（ゆうちょダイレクト
のログインにはお客さま番号・ログインパスワード・合言葉
が必要です）
※ゆうちょダイレクトへのログインの詳細はゆうちょダイレクトのご利用ガイド
　をご参照ください。
※ゆうちょ認証アプリをご利用いただくと、生体認証により簡単かつ安全にログイ
　ンできます。ゆうちょ認証アプリについては、ゆうちょ銀行Webサイトを
　ご覧ください。

2 ゆうちょダイレクト メインメニューから「振替受払通知票
照会」ボタンをクリックします。
口座選択画面が表示されますので、振替受払通知票照会を
行う口座を選択します。
※お申し込み時に指定したご利用開始年月日が到来すると、振替受払通知票照
　会のボタンが表示されるようになります。
※スマートフォンの場合は、「メニュー」ボタンを選択してメニューを開き、
　「振替受払通知票照会」ボタンを押してください。

ご利用方法
記載の画面は一例です。お使いのブラウザの種類やバージョンに
よって、画面イメージは異なります。

（パソコン） （スマートフォン）

3

画面上で振替受払通知票や払込取扱票等の画像がご覧
いただけます。

4

※画像は最大30枚をひとつのファイルとして表示します。
※お使いのブラウザおよびその設定によっては、画像が正しく表示されない場合があ

ります。ブラウザに設定されているPDFファイル閲覧ソフトをAdobe Readerに変
更していただくようにお願いします。なおご利用の環境ではAdobe Readerをご利
用できない場合がございます。

カレンダー上の照会したい
日付を選択します。パソコ
ンの場合は、カレンダー下の

「画像表示」ボタンをクリック
します。
※スマートフォンでは、日付を選択

するとファイル選択画面が開きま
すので、照会したいファイルを選択
して画像を表示します。

※照会済の日を含め、何度でも同じ
日の画像表示を行えます。

アイコンの説明
未照会の
振替受払通知票です。

照会済の
振替受払通知票です。

この日の振替受払通
知票は郵送でのお届
けとなりました。

（スマートフォン）

 

（パソコン） （スマートフォン）

❶

❷

（パソコン）

ファイル切り替えボタン
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1 振替受払通知票照会の「日
付選択画面」で、カレンダー
上のダウンロードしたい日付
をクリックします。

次に、カレンダー下の「画像
ファイルダウンロード」ボタ
ンをクリックします。

「日付選択画面」から

1 振替受払通知票照会の「画
像表示画面」で、「画像ファイ
ルダウンロード」ボタンをク
リックします。

2 データ保護のための確認
メッセージの表示に関する
注意事項が表示されます。
内容を確認し、「OK」ボタン
をクリックします。

3 ダウンロードファイルの保存
先を指定し保存します。

「画像表示画面」から

①PDFファイルは画像30枚ごとに1ファイル作成されます。
②PDFファイルはZIP形式で圧縮してダウンロードされます。（30枚を超えて複数のPDF

ファイルが作成された場合も、1つのZIPファイルにまとめてダウンロードされます）
ルイァフ7計のルイァフ1×枚02、ルイァフ6×枚03はPDF合、場の枚002が像画〉例〈 　

となります。
③ZIPファイル、PDFファイルの初期ファイル名は以下のとおりです。ダウンロード後に

必要に応じてお客さまが管理しやすいファイル名に変更の上、保管・管理をお願いし
ます。
ZIPファイル 「 20210108_00100-0-999999.zip 」

PDFファイル「P_20210108_00100-0-999999_001.pdf」

④ダウンロードしたファイルはパスワードを付与する等、お客さまの責任において適切に
管理してください。

ダウンロードにあたってのご注意

振替受払通知票等の画像ファイルをパソコンにダウンロードします。
「日付選択画面」
※スマートフォンの場合は、P.5で画像を表示してからダウンロードしてください
 （「画像ファイルダウンロード」ボタンはありません）。

または「画像表示画面」のどちらからでも行えます。

※お使いのブラウザおよびその設定によっては、保存先の指定がない場合があります。

※データ保護のため、ダウンロード開
始から約７分ごとに処理を続行す
るための確認メッセージを表示し
ます。確認メッセージに対し、３分
以内に応答いただかないと、次に
操作を行ったタイミングで接続を
遮断します。

日付 記号番号

日付 記号番号 日付ごとの通し番号

振替受払通知票等の画像を
 ダウンロードする（パソコン）

〈確認メッセージ〉

❶

❷

（参考）
「現在表示中のPDFファイ
ルをダウンロード」により、
現在表示中のPDFファイ
ルのみダウンロードするこ
とも可能です。
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1 振替受払通知票照会の「日
付選択画面」で、カレンダー
上の入力を行いたい日付を
クリックします。

次に、カレンダー下の「払込
取扱票データ入力」ボタン
をクリックします。

「日付選択画面」から

1 振替受払通知票照会の「画
像表示画面」で、「払込取扱
票データ入力」ボタンをク
リックします。

「画像表示画面」から

払込取扱票の画像を見ながら、払込人さまの住所・氏名・注文内容等
を入力し、入力内容をダウンロードします。

「日付選択画面」

※スマートフォンでは、払込取扱票のデータ入力はご利用いただけません。

または「画像表示画面」のどちらからでも行えます。
前月分および当月分のデータについてのみ行えます。

払込取扱票のデータ入力を行う（パソコン）

2 「払込取扱票データ入力画
面」が開きます。

※データ入力を途中で中断した場合、
「続きから」ボタンを押すと、続きか
らデータ入力を再開できます。入力
中断後、別の日の払込取扱票を参照
した場合は正しく続きのデータが
表示されないことがあります。

4 「次のデータへ」ボタンをク
リックすると、入力内容を保
存して次の払込取扱票の画
像を表示します。

※「先頭ページ」、「前ページ」、「次ペー
ジ」、「最終ページ」の各ボタンでも
表示する払込取扱票の移動が行え
ます。

　この場合でも、入力した内容は随時
保存されます。

「次のデータへ」ボタンをクリックする前に、「完了チェック」をクリ
ックしておくと、入力漏れ防止に便利です。

（「次の完了チェックなしデータへ」ボタンをクリックすると、チェッ
クの入力がないページへ移動します）

3 払込取扱票の画像を見なが
ら、払込人さまの住所・氏名・
電話番号・ご注文内容（払込
取扱票を注文票としてご利用
の場合）等を入力します。

※郵便番号を入力のうえ、「住所検索」
ボタンをクリックすると住所の候補
を表示します。

※「漢字氏名」を入力すると、「カナ氏
名」が自動入力されます。ご利用環境
や入力の速さによっては、カナ氏名
が正しく反映されない場合がありま
すので、ご確認のうえ、適宜修正して
ください。

※メモ欄の見出し（最初は「メモ１」・・
「メモ５」と記載）も自由に変更でき
ます。

❶

❷
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①使用可能文字
旧字や特殊記号（例：Ⅰ、Ⅱ、①、②など）は使用できません。これらの文字は入力できても
保存する際に「■」に置き換わります。置き換えの際に確認メッセージを表示しますので、
別の文字に修正のうえ保存するか、データをダウンロード後、修正してください。

②全角文字・半角数字
入力項目ごとに全角文字の項目、半角数字の項目が決まっています。（画面上に記載）
全角文字項目に半角文字は入力できません。また、半角数字項目に全角文字や半角
英字、半角記号（「ー」（ハイフン）など）は入力できません。

③文字数制限
入力項目ごとに入力可能な文字数の上限が決まっています。

④カナ自動入力の制約
ご利用環境や入力の速さによっては、カナ氏名が正しく反映されない場合があります。
漢字氏名の文字を「Delete」キーや「back space」キー等で消しても、カナ氏名は
連動して消えません。
また、お使いのブラウザによって、カナ自動入力が行われない場合があります。

⑤住所検索の制約
郵便番号は最低3桁の入力が必要です。（1桁、2桁では住所検索できません）
検索結果が多数存在する場合、上位10件のみを表示します。該当する住所がない
場合は近い住所を選択のうえ、修正してください。
また、住所は最大20文字までしか自動入力できません。20文字を超える部分は、住所
欄下段に入力してください。

入力にあたってのご注意

※お使いのブラウザおよびその設定によっては、保存先の指定がない場合があります。
※ダウンロードデータは「CSV形式* 」です。
　*「CSV形式」
　Comma- Separated Values　各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータ
※CSVファイルの初期ファイル名は以下のとおりです。ダウンロード後に必要に応じてお客

さまが管理しやすいファイル名に変更のうえ、保管・管理をお願いします。
　CSVファイル 「 20210108_00100-0-999999.csv 」

※ダウンロードしたファイルはパスワードを付与する等、お客さまの責任において適切に管理
してください。

CSVファイルをそのままExcelで開くと、先頭にゼロが入っている項目（電話番号など）のゼロ
が消えたり、住所の番地が日付に変わってしまうことがあります。

（例） 0312345678 →　312345678
 25－1－1 →　2025/1/1
Excelに正しく取り込む方法は、12ページをご参照ください。

5 データ入力が終了したら、
「払込取扱票データダウン
ロード」ボタンをクリックし
ます。

6 ダウンロードファイルの保存
先を指定し保存します。

〈入力文字制限〉

入力項目 入力可能文字 入力可能文字数
郵便番号 (3 桁）
郵便番号 (4 桁）
住所（上段）
住所（下段）
漢字氏名
カナ氏名
電話番号
メモ欄見出し（1～5）
メモ欄（1～5）

半角数字
半角数字
全角文字
全角文字
全角文字
全角文字
半角数字
全角文字
全角文字

3
4

20
20
20
20
20
10
20

CSV形式* なので、Excel等に取り込んで、払込人さまの
情報を管理できます。

日付 記号番号
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〈参考〉 CSVファイルのExcelへの取り込み方法

以上の方法により、

その他（パソコン・スマートフォン）

先頭のゼロが消えたり、住所の番地が日付に変わってしまうことなく、
Excelにデータを取り込むことができます。

記載の画面は一例です。
お使いのパソコンのOSやOfficeのバージョンによって、画面や手順は異なります。

1 CSVファイルをデスクトップ
等に保存。
Excelを起動し、「データ」－

「外部データの取り込み」－
「データの取り込み」を選択
すると、「データファイルの選
択」ウィンドウが表示される。

2 「データファイルの選択」
ウィンドウで、保存したCSV
を選択。

「開く」ボタンを押すと、「テ
キストファイルウィザード－
1／3」が表示される。

5 「テキストファイルウィザー
ド－３／３」ウィンドウ の

「データのプレビュー」で全
ての列を選択（「shift」キー
を押しながらクリックして
白黒反転させる）。

「列データの形式」を「文字
列」に設定。

「完了」ボタンを押すと、「デー
タの取り込み」ウィンドウが
表示される。

6 「データの取り込み」ウィン
ドウで「OK」ボタンを押す。

3 「テキストファイルウィザー
ド－１／３」ウィンドウで、

「次へ」ボタンを押す。

4 「テキストファイルウィザー
ド－２／３」ウィンドウで、区切
り文字で「カンマ」にチェック
を入力。

「次へ」ボタンを押す。

■操作上のご注意
•  ブラウザのボタン（×、戻る、進む）での操作は行わないでくだ

さい。
終了する場合は、必ず「ログアウト」ボタンで終了してください。

•  データ保護のため、画面を操作されないまま一定時間が経過
したときは、画面に下の確認メッセージを表示します。

引き続きご利用される場合は、［OK］ボタンを押してください。
（［OK］ボタンが押されない場合は、３分後に接続を遮断します）



Web照会

ページ右上部のサイト内検索で「Web照会」で検索

お問い合わせ

お問い合わせ先

2022年6月現在

1.サービスや画面操作に関するお問い合わせ

2.振替受払通知票等の記載内容に関するお問い合わせ

ゆうちょダイレクトサポートデスク 0120-992-504
［受付時間］　 ゆうちょ銀行Webサイトの

　お問い合わせページでご確認ください。
※携帯電話、PHS等からも通話料無料で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。

通話料
無料

その他サービスの詳細は
ゆうちょ銀行Webサイト

（https://www.jp-bank.japanpost.jp/）をご覧ください。

貯金事務センター 電話番号
東京貯金事務センター
横浜貯金事務センター 045－945－8152
長野貯金事務センター
金沢貯金事務センター

名古屋貯金事務センター 052－963－3848

大阪貯金事務センター 072－789－9631

広島貯金事務センター
徳島貯金事務センター

082－261－9484

福岡貯金事務センター
088－626－5923

仙台貯金事務センター
092－721－9806

小樽貯金事務センター
022－267－8210
0134－33－2218

お客さまの振替口座を管理する貯金事務センターにお問い合わせくだ
さい。お客さまの振替口座を管理する貯金事務センター名は振替受払
通知票に記載されています。

［受付時間］平日　9：00～17：00

048－600－3560

026－233－5411
076－231－4201

(土・日・休日・12月31日～1月3日を除く）


