
※貯金担保自動貸付けをご利用の
場合は、マイナスで表示します。

ゆうちょダイレクト＋（プラス）
（無通帳型総合口座）へ切り替え
を行う口座を選択してください。
その後、ゆうちょダイレクト＋
（プラス）に関するご注意事項を
ご確認いただき、チェックボック
スにチェックしたうえで、「実行
する」を押してください。

こちらの画面が表示されますと、
切り替え完了です。

※ゆうちょダイレクト＋（プラス）に
切り替えた口座に未記帳明細がある
場合、後日「お取引履歴（通帳未記
帳分）のご案内」がお客さまに送付
されます。

「ゆうちょダイレクト+（プラス）」は、通帳を発行しない無通帳型総合口座
です。現金の預け入れと払い戻しはキャッシュカードで、入出金明細照会
や現在高照会等は、ゆうちょダイレクト上で行います。紙の通帳を発行
しない代わりに、入出金明細を最大20年間ご確認いただけます。（2021年
2月以前の入出金明細は最大15か月間）。そのほか、「ゆうちょダイレクト
+（プラス）」と「ゆうちょダイレクト」では、一部機能が異なります。詳細は、
ゆうちょ銀行Webサイトをご覧ください。

ゆうちょダイレクト＋（プラス）から通帳発行口座へ変更（切戻し）
を行う際には、窓口にて書面でのお手続きが必要です。
※2022 年 1 月 17 日（月）以降、お手続きには料金がかかります。

ゆ
う
ち
ょ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋（
プ
ラ
ス
）
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通帳未記入分
明細種別の「通帳未記入分」を
押します。

入出金画面
お客さまの口座の入出金の
明細が表示されます。 

通帳未記入分
お客さまの通帳に未記入に
なっている明細が表示されま
す。前月1日以前であっても、通
帳未記入のお取り扱いがある
場合は、明細に表示されます。
なお、通帳未記入のお取り扱い
が３０行を超えた場合、合算
記入となります。

入出金
明細種別の「入出金」を押し、
表示期間を設定してください。

1日のお取り扱いが100明細を超えたり、事務処理上お取り扱い日より後に
入出金処理したりした場合は、明細が欠落したり、表示順序が通帳と異なった
りする場合があります。

無通帳型総合口座（ゆうちょダイレクト＋（プラス））の明細確認期間は最大で20
年間となります。（2021年2月以前の入出金明細は最大15か月間）振替口座の
明細確認期間は最大で15か月です。通常貯金および通常貯蓄貯金の明細確認期
間は最大で2か月です。なお、ゆうちょダイレクトのお申し込み日以前のお取り扱い
（Webでのお申し込みはお申し込み時点以前のお取り扱い）は、ご確認いただけま
せん。
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※ここではパソコンの操作時にゆうちょ認証アプリをご利用の場合の操
作方法をご案内します。なお、ゆうちょ認証アプリをご利用の場合、ロ
グインパスワード等の入力によりゆうちょダイレクトにログインすると、
ゆうちょ銀行あて振替の利用はできません。

ゆうちょ銀行あて振替の入力
画面が表示されます。画面の
案内をお読みいただき、必要
事項を入力します。入力内容を
ご確認のうえ、「次へ」を押します。
※未来日（31日先まで）をご指定して
ご送金の予約をすることができます。
※ご依頼人名およびメッセージを添え
ることができます。

「ゆうちょ銀行あて振替」下の
「ゆうちょ銀行あて振替先の
選択」を押します。

ゆうちょ銀行あて振替の内容確
認画面が表示されます。内容を
ご確認いただき、ゆうちょ銀行
あて振替を実行される場合は、
ゆうちょ認証アプリを起動しま
す。画面下の二次元コードを読
み取り、再度アプリにて内容を
確認後、生体認証（指紋や顔）を
行います。認証完了後、「実行
する」を押します。
※口座貸越サービスをご契約の方で、
自動融資が発生する場合、注意文言
と自動融資金額が表示されます。
※ゆうちょ認証アプリでパスコードを設定
している場合は、二次元コードを読み
取り後、パスコードの入力が必要です。
※ご送金先口座が振替口座または受
入明細票の送付を選択された時は、
お客さまの口座のご住所をお名前と
ともに送金先口座名義人に通知しま
すので、あらかじめご了承ください。
※ご送金先の口座記号番号と送金先
口座名義人名が正しいことを確認して
ください。

送金先口座を登録しておくこと
ができます※（最大99口座ま
で）。前ページ　 のゆうちょ
銀行あて振替完了後に、「送金先
を登録する」を押すと、左の画面
が表示されますので、「登録す
る」を押します。
※送金先口座登録をしておくと、次回
から口座記号番号を入力する手間が
なく送金できます。
※メモ欄を送金目的の管理などにご利
用いただけます（送金先には通知さ
れません）。

5
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「他金融機関あて振込」下の
「他金融機関あて振込先の選
択」を押します。

※ゆうちょ認証アプリでパスコード
を設定している場合は、二次元
コードを読み取り後、パスコードの
入力が必要です。

※口座貸越サービスをご契約の方で、
自動融資が発生する場合、注意文
言と自動融資金額が表示されます。

※ここではパソコンの操作時にゆうちょ認証アプリをご利用の場合
の操作方法をご案内します。なお、ゆうちょ認証アプリをご利用の
場合、ログインパスワード等の入力によりゆうちょダイレクトにロ
グインすると、他金融機関あて振込のご利用はできません。

　　　　　　　　　　内容を
ご確認いただき、他金融機関あ
て振込を実行される場合は、ゆ
うちょ認証アプリを起動します。
画面下の二次元コードを読み
取り、再度アプリにて内容を確
認後、生体認証（指紋や顔）を行
います。認証完了後、「実行
する」を押します。
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※ここではパソコンの操作時にゆうちょ認証アプリをご利用の場合の操作方法をご案内
します。なお、ゆうちょ認証アプリをご利用の場合、ログインパスワード等の入力により
ゆうちょダイレクトにログインすると、税金・各種料金の払込みのご利用はできません。

請求書等に記載された5桁の
収納機関番号をハイフン（－）
を除いて入力して「次へ」を
押します。

請求書等に記載された「お客様
番号」「確認番号」をハイフン
（－）を除いて入力して「次へ」
を押します。税金等の払込み
の場合には、「納付番号」「確認
番号」に加え、必要に応じて「納
付区分」をハイフン（－）を除い
て入力します。

お客さま番号入力画面が表示
されます。「お客さま番号」を
入力し「生体認証でログイン」
を押します。

ゆうちょ認証アプリを起動し、
画面に表示された二次元コー
ドを読み取り、アプリにて生体
認証を行います。認証完了
後、「ログイン」を押します。

※ここではパソコンの操作時にゆうちょ認証アプリをご利用の場合の操作方法をご案内
します。なお、ゆうちょ認証アプリをご利用の場合、ログインパスワード等の入力により
ゆうちょダイレクトにログインすると、連動振替決済サービスのご利用はできません。

ショッピングサイトでの商品の購入等の処理（「購入」ボタンのクリック
など）を終えると、ログイン画面が表示されます。画面の案内に従い決済
処理を行ってください。なお、お客さまの口座のご住所をお名前とともに
ご送金先（ショップ）に通知いたしますので、あらかじめご了承ください。

払込み内容とお支払口座を
確認のうえ、ゆうちょ認証アプリ
を起動します。画面下の二次元
コードを読み取り、再度アプリに
て内容を確認後、生体認証（指
紋や顔）を行います。認証完了
後、「実行する」を押します。
※口座貸越サービスをご契約の方で、
自動融資が発生する場合、注意文
言と自動融資金額が表示されます。
※ゆうちょ認証アプリでパスコードを
設定している場合は、二次元コード
を読み取り後、パスコードの入力が
必要です。

払込内容を確認のうえ、ゆう
ちょ認証アプリを起動します。
画面下の二次元コードを読み
取り、再度アプリにて内容を
確認後、生体認証（指紋や顔）
を行います。認証完了後、「実行
する」を押します。
※口座貸越サービスをご契約の方で、
自動融資が発生する場合、注意文
言と自動融資金額が表示されます。
※ゆうちょ認証アプリでパスコードを
設定している場合は、二次元コード
を読み取り後、パスコードの入力
が必要です。
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注意事項確認画面が表示され
ます。注意事項をご確認いただ
いたうえで、「上記の内容に
同意します。」をチェックして、
「同意する」を押します。

差出人登録の入力画面が表示
されます。画面の案内をお読み
いただき、差出人の氏名・住所
等を英語表記で入力します。
入力内容をご確認のうえ、「次へ」
を押します。

差出人登録の内容確認画面が
表示されます。内容をよく
ご確認いただき、「登録する」を
押します。

左の結果画面が表示されます
と、差出人登録の処理は完了で
す。続けて受取人登録を行う
場合は、「受取人情報の登録」を
押してください。

注意事項確認画面が表示され
ます。注意事項をご確認いただ
いたうえで、「上記の内容に
同意します。」をチェックして、
「同意する」を押します。

受取人登録の内容確認画面が
表示されます。内容をよく
ご確認いただき、「登録する」を
押します。

左の結果画面が表示されますと、
受取人登録の処理は完了です。
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注意事項確認画面が表示され
ます。注意事項をご確認いただ
いたうえで、「上記の内容に
同意します。」をチェックして、
「同意する」を押します。

送金申し込みの内容確認画面
が表示されます。内容をよく
ご確認いただき、ゆうちょ認証
アプリを起動し、画面下の二次
元コードを読み取り、アプリにて
生体認証（指紋や顔）を行います。
認証完了後、「実行する」を押し
ます。
※ゆうちょ認証アプリでパスコードを
設定している場合は、二次元コード
を読み取り後、パスコードの入力が
必要です。

左の結果画面が表示されますと、
送金申し込みの処理は完了です。
ゆうちょ銀行で申し込み内容を
審査後、送金先へ送信します。
※ゆうちょ銀行または受取銀行等で不
備が発見された場合は、修正が必要
な旨、お知らせ画面に表示します。

※画面を印刷する場合は、「印刷用画
面を表示する」を押します。

担保定額貯金・担保定期貯金
預入の重要事項説明画面が表示
されます。ご確認いただけまし
たら、「同意する」を押します。

担保定額貯金・担保定期貯金
預入の内容入力画面が表示さ
れます。画面の案内をお読み
いただき必要事項を選択の
うえ、「次へ」を押します。

担保定額貯金・担保定期貯金
預入の内容確認画面が表示さ
れます。内容をご確認いただき、
担保定額貯金・担保定期貯金
預入を実行される場合は、「実行
する」を押します。

左の結果画面が表示されます
と、担保定額貯金・担保定期貯
金預入の受け付けは完了です。
※必要に応じて「印刷用画面を表示
する」を押してこの画面を印刷して
ください。
※通帳への記帳はATM、郵便局の
貯金窓口またはゆうちょ銀行でお手
続きを行ってください。

（送金申し込み）
※ここではパソコンの操作時にゆうちょ認証アプリをご利用の場合
の操作方法をご案内します。なお、ゆうちょ認証アプリをご利用の
場合、ログインパスワード等の入力によりゆうちょダイレクトにロ
グインすると、国際送金のご利用はできません。
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3
担保定額貯金・担保定期貯金
払戻の内容確認画面が表示さ
れます。内容をご確認いただ
き、担保定額貯金・担保定期貯
金払戻を実行される場合は、
「実行する」を押します。

「預入状況の確認・変更・払戻
し」を押すと、「明細情報一覧」
が表示されます。払戻しする明
細の「払戻」を押します。

左の結果画面が表示されます
と、担保定額貯金・担保定期貯
金払戻の受け付けは完了です。
※必要に応じて「印刷用画面を表示する」
を押し、この画面を印刷してください。

※通帳への記帳は、郵便局の貯金窓
口またはゆうちょ銀行でお手続きを
行ってください。

※利用停止を解除する際は、ワンタイムパスワード受信用メールアドレスに送付する
ワンタイムパスワードもしくはゆうちょ認証アプリによるログインが必要です。

　ゆうちょ認証アプリを利用していない場合、利用停止中にメールアドレスを変更すると
ワンタイムパスワードを受け取れず、利用停止を解除できなくなりますので、十分に
ご注意ください。

4
4
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口座貸越サービスメニューでは
以下の内容を確認することがで
きます。

・極度額
・適用利率
・照合表の郵送有無
・現在のお借入残高
・現在の利子・遅延損害金の合計額
・お借入可能額
※お取引状況によっては表示されない
項目がございます。

※画面を印刷する場合は、「印刷用画面
を表示する」を押します。

ゆうちょダイレクトトップの
「口座貸越サービス」を押し
ます。

「口座貸越サービス」とは、窓口・ATMでの払戻しや、クレジットカード・
公共料金等の自動振込み、送金等の際に残高が不足する場合、不足額を
ゆうちょ銀行がお客さまへ自動的に融資するサービスです。
口座貸越サービスをご契約いただいているお客さまは、ゆうちょダイレクトトップ
の口座貸越サービスメニューから、随時返済、口座貸越サービスのお取引明細
照会、口座貸越サービスのお取引照合表郵送有無の変更を行うことができます。

●お借入残高等の確認方法

1

口座貸越サービス
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・
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け
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・
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付
け

返済金額の入力画面が表示され
ます。返済可能額の範囲内で、
返済金額を入力します。
入力内容をご確認のうえ、「次へ」
を押します。

口座貸越サービスメニューの
「随時返済」を押します。
※約定返済日の前日から約定返済
が実際に行われるまでの間、随時
返済はご利用いただけませんの
で、随時返済ボタンは表示されま
せん。

●随時返済

左の結果画面が表示されます
と随時返済の処理は完了です。
※画面を印刷する場合は、「印刷用画面
を表示する」を押します。

随時返済の内容確認画面が表示
されます。内容をご確認いただ
き、随時返済を実行される場合は
「実行する」を押します。

ゆうちょダイレクトトップの「口座貸越サービス」を押します。

4
4

5
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2

2

1

ローン・貸付け
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口座貸越サービス
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口座貸越サービスメニューの
「口座貸越お取引明細」を押し
ます。

口座貸越サービスのお取引明
細照会画面が表示されます。
ご覧になりたい「表示期間」を
プルダウンから選択し「表示
する」を押します。
※ゆうちょダイレクトのお申し込み日
以前のお取り扱いは、ご覧いただけ
ません。

※お取り扱いが100明細を超えた場合には、「新しいお取り扱いから100明細」分を表示
します。
※1日のお取り扱いが100明細を超えたり、事務処理上お取り扱い日より後に入出金
処理した場合には、明細が欠落したり、表示順序が通帳と異なる場合があります。

※1画面の最大表示件数は初期設定で20件までですが、20件、50件、100件に変更が
可能です。

●お取引明細照会

指定した表示期間の口座貸越
サービスのお取引明細が表示
されます。
※画面を印刷する場合は、「印刷用画面
を表示する」を押します。

4
4

3

ゆうちょダイレクトトップの「口座貸越サービス」を押します。

口座貸越サービスの照合表郵送
有無変更画面が表示されます。
お申し込み状況をご確認のうえ、
郵送有無を変更される場合は、
「郵送ありに変更」または「郵送
なしに変更」を押します。

口座貸越サービスメニューの
「照合表郵送有無の変更」を
押します。

※ゆうちょダイレクトを廃止した場合、お取引照合表の郵送有無が「郵送なし」から「郵送あり」
に自動的に変更されます。

※郵送有無を「郵送なし」から「郵送あり」に変更した場合、次回郵送時に対象期間すべてのお取
引明細を表示した照合表が郵送されます。

　郵送有無を「郵送あり」から「郵送なし」に変更した場合、変更前の期間を含め、対象期間における
照合表は郵送されません。ゆうちょダイレクトの口座貸越サービスお取引明細から確認できます。

〈対象期間〉
　2月発送分：前年8月から当年1月
　8月発送分：当年2月から7月
※変更後の照合表郵送有無は、次回以降継続して適用されます。口座変更を希望される
場合、上記画面から変更可能です。

●お取引照合表郵送有無変更

左の結果画面が表示されます
と照合表郵送有無変更の受付
は完了です。
※画面を印刷する場合は「印刷用画面
を表示する」を押します。

ゆうちょダイレクトトップの「口座貸越サービス」を押します。

照合表郵送有無変更の内容確
認画面が表示されます。内容を
ご確認いただき、照合表郵送
有無を変更される場合は「実行
する」を押します。

4
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