
1 投資信託・非課税口座の開設申し込み

投資信託口座・非課税（NISA・つみたてNISA）口座の開設申し込みの操作方法（スマートフォン版）

投資信託口座・非課税（NISA・つみたてNISA）口座の開設申し込みを行う際の操作方法をご案内いたします。
（操作の順番を番号で記載していますので、番号の順に操作してください）

トップ画面にある「メニュー」
ボタン（どちらか一方）を押下
します。
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・

2 を選択して、

開設の申し込みを開始します。

2投資信託・非課税口座の開設申し込み



・

3

（次ページに続く）

投資信託・非課税口座の開設申し込み

ご注意事項を表示しておりますので

ご確認ください。



・

3

投資信託口座・非課税（NISA・

つみたてNISA）口座を開設する

口座を選択します。

4

口座開設の申し込みが完了したことを

お知らせする連絡用メールアドレスを

選択します。

すべての入力が終わり、

を選択すると

次のページが表示されます。

4投資信託・非課税口座の開設申し込み

選択ができない口座は

グレーアウトで表示されます。

以下の口座は、選択できません。

・振替口座

・法人口座

・総合口座ではない通常貯金

・本人確認・取引時確認未済の口座

・取引時確認がお済みでない口座

‣取引時確認の確認方法

https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?id=2706&category=&page=1


・

5

内容に誤りがないことを確認し、

を選択します。

を選択するとゆうちょダイ

レクトをログアウトし、口座開設サイ

トに遷移します。
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・

6

（次ページに続く）

開設する口座を選択します。

※投資信託口座を開設済みの場合は、

「非課税口座（NISA・つみたて NISA）」

のみ表示されます。

※投資信託口座を開設されていない場合は、

「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」は

表示されません。

確認が終わりましたら、チェックボックス▢

をチェックします。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は

異なります。
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7

投資信託・非課税口座の開設申し込み



7

（次ページに続く）

「重要事項のご確認」の確認が終わりました

ら、チェックボックス▢をチェックします。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）

を選択した場合は、表示されません。

9

投資信託・非課税口座の開設申し込み



・

8

特定口座の申し込みの有無を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

10

源泉徴収区分を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

11

本年１月1日時点のご住所（都道府県）を

選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

12

非課税口座の勘定の種類を選択します。

※「投資信託口座」を選択した場合は、表示

されません。

※NISA口座をご利用の方の、勘定種類変更

（NISA⇔つみたてNISA間の変更）の

申し込みはゆうちょ銀行または投資信託

取扱郵便局でお手続きください。

13

確認が終わりましたら、チェックボックス

▢をチェックします。

※「投資信託口座」を選択した場合は、

表示されません。

すべての入力が終わり、

を選択すると

次のページが表示されます。

14

投資信託・非課税口座の開設申し込み



・

9

（次ページに続く）

表示されているお名前・フリガナを確認します。

表示されていない場合は、入力します。

※姓と名の間にスペースが表示されない場合は、

全角スペースを入れてください。

性別を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）を

選択した場合は、表示されません。

15

生年月日を選択します。

16

表示されている郵便番号・

ご住所を確認します。

17

丁目・番地・

マンション名を入力します。

18

投資信託・非課税口座の開設申し込み
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・

10

（次ページに続く）

日中に連絡がとれる電話番号を入力します。

表示されているメールアドレスを確認します。

表示されている通常貯金記号番号を

確認します。

20

投資信託口座記号番号を入力します。

※ゆうちょダイレクト（投資信託）等の

トップページにて投資信託口座記号番号

を確認し、ご入力ください。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合のみ、表示されます。

21

22

お取引を希望する店舗を選択します。

※都道府県・市区町村を選択すると、

選択可能なお取扱店（局）が表示されます。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

ご職業を選択します。

※無職・主婦・主夫の方は、本サイトからは、

お申し込みいただけません。ゆうちょ銀行

または投資信託取扱郵便局でお手続き

ください。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。
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24

投資信託・非課税口座の開設申し込み
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・

11

（次ページに続く）

勤務先（任意）・勤務先電話番号（任意）を

入力します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

年収（税込）・保有金融資産を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

投資経験を選択・入力します。

（例）

1か月 → 0年

9か月 → 0年

2年11か月 → 2年

6年0か月 → 6年

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

26

お取引の動機を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。

27

投資方針を選択します。

※「非課税口座（NISA・つみたてNISA）」

を選択した場合は、表示されません。
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投資信託・非課税口座の開設申し込み
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・

12

マイナンバーを入力します。

※「マイナンバーを表示する」にチェックを

すると、入力したマイナンバーが確認できます。

必要書類はこちらから

確認できます。

マイナンバーが記載されている書類を選択し、

画像データをアップロードします。

「マイナンバーカード」以外を選択された場合、

「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま

確認書類の画像データをアップロードします。

画像データアップロード時の注意

※アップロード可能な画像は1画像につき

最大4MB以内です。

※アップロード可能なファイル形式は、

jpg・jpeg・bmp・png・gifです。

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日

・マイナンバー・有効期限等が鮮明に

映っていることをご確認のうえ、お申し込

みください。

※アップロード画像に不備がある場合や

不鮮明等により当行で確認ができない場合

は、再度お申し込みが必要となることが

ございます。
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投資信託・非課税口座の開設申し込み

（次ページに続く）
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・

13

すべての入力が終わり、

を選択すると

次のページが表示されます。

投資信託・非課税口座の開設申し込み

画像データアップロード時の注意

※アップロード可能な画像は1画像につき

最大4MB以内です。

※アップロード可能なファイル形式は、

jpg・jpeg・bmp・png・gifです。

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日

・マイナンバー・有効期限等が鮮明に

映っていることをご確認のうえ、お申し込

みください。

※アップロード画像に不備がある場合や

不鮮明等により当行で確認ができない場合

は、再度お申し込みが必要となることが

ございます。

マイナンバーが記載されている書類を選択し、

画像データをアップロードします。

「マイナンバーカード」以外を選択された場合、

「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま

確認書類の画像データをアップロードします。



・

14

申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は

異なります。

選択した口座等を変更する

場合は、「編集」を選択して

ください。

（次ページに続く）

投資信託・非課税口座の開設申し込み
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・

15

（次ページに続く）

投資信託・非課税口座の開設申し込み

申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は

異なります。

丁目・番地等の記入漏れがないか、

必ずご確認ください。



・

申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は

異なります。

内容に誤りがないことを確認し、

を選択すると

次のページが表示されます。

16投資信託・非課税口座の開設申し込み

「戻る」を選択すると、前のページ

に画面が遷移します。

お名前・ご住所・画像等を変更する場合は、

「編集」を選択してください。
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・

17

35

申し込みを受け付け、申込完了メールを

お送りした旨が表示されましたら、開設の

申し込みは終了です。

申込内容を確認する場合は、

を選択します。

投資信託・非課税口座の開設申し込み


