Value Creation

中期経営計画

重点戦略 1 リアルとデジタルの相互補完による

新しいリテールビジネスへの変革
リアルとデジタルの相互補完による
新しいリテールビジネスへの変革を図ります
当行のデジタルサービスでは、お客さまの安心・安全を最優先に、UI/

UXを継続的に改善することにより、すべてのお客さまが利用しやすい
サービスを拡充します。また、郵便局ネットワークを活用し、その普及
を促進していきます。
お客さまからの資産運用に関するご相談に対しては、
「 対面」と「デ
ジタル」の両チャネルにより、最適な商品・サ ービスをご案内してい
きます 。
いつもの社員に相談できる
「対面チャネル」では、お客さまに一層寄
り添ったライフプラン・コンサルティングを行い、簡単・便利・低コストな
「デジタルチャネル」では、誰でも使いやすい資産運用プラットフォーム
を整備していきます。
これにより、日本全国あまねく誰にでも「安心・安全」で「親切・丁寧」
な金融サービスを提供していきます。

専務執行役

小藤田

実

2020 年度の取り組み
キャッシュレス決済サービスにおける不正利用等に関する各種対応状況
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当行の即時振替サービスや mijica（ Visa デビット・プリ

1 月以降順次サービスを再開しています。mijicaについ

ペイドカード）
において、悪意の第三者による不正利用等

ては、2022 年春の新たなブランドデビットカードへの移行

が発生し、お客さまに多大なるご迷惑をおかけしました。

に向けて準備を進めています。

この対応として、2020 年 9 月以降即時振替サービスに

さらに、不正利用等への対応を巡るガバナンス体制につ

おける一部事業者の取扱いおよびmijica の一部機能を停

いても、当行の監査委員会および日本郵政グループ 4 社

止し、被害に遭われたお客さまに対する補償を行いまし

が設置した、外部専門家を委員とする
「 JP 改革実行委員

た。また、当行代表執行役社長が直接指揮する
「セキュリ

会」からの提言などを踏まえ、改善に取り組んでいます。

ティ総点検タスクフォース」を立ち上げ、当行のキャッシュ

当行は、キャッシュレス決済サービスを経営上の重要施

レス決済サービスのセキュリティの堅牢性やお客さまの

策と考えており、今般の経験と反省を踏まえ、お客さまに

利用状況のモニタリング態勢等の再確認を行いました。

より安全・安心にサービスをご利用いただけるよう、一層

その後、即時振替サービスについては、セキュリティ態

のセキュリティ強化に取り組むとともに、リスク感度の向

勢等に問題がないことが確認できた事業者から、2021 年

上を図りお客さま本位の業務運営に努めてまいります。

ゆうちょ銀行

ACTION

デジタルサービス戦略

リテー ルビジネスの変革の一つとして、デジタルサービス戦略を展開
安心・安全を最優先に、すべてのお客さまが利用しやす

に取り組んでまいります。

いデジタルサービスを拡充するとともに、郵便局ネット

また、全国の郵便局ネットワークを活用することで、お

ワークを活用し、デジタルサービスの普及を進めます。ま

客さまに最適なチャネルをご案内するとともに、デジタル

た、顧客基盤を活用し、多様な事業者との連携により最適

サービスの身近なサポートも行ってまいります。

なサービスを提供する、オープンな「共創プラットフォー

当行は、邦銀随一の顧客基盤を有するため、
「通帳アプ

ム」の構築にも努めてまいります。

リ」を中心に、デジタル領域での顧客基盤の拡大に取り組

具体的には、各種デジタルサービスの本人確認機能等

み、多くのお客さまに安心、便利にご利用いただけるデジ

のセキュリティの強化、
「通帳アプリ」の機能拡充や「家計
簿・家計相談アプリ」の構築、UI/UX

※1

タルサービスの普及に努めてまいります。

の継続的な改善等

お客さまが最適なチャネルを選択
リアルチャネル

デジタルチャネル

郵便局ネットワークを通じたサービス提供

安心・安全を最優先に、UI ／ UX ※1 を継続的に改善し、すべての

お客さまに最適チャネルをご案内

お客さまが利用しやすいデジタルサービスを拡充

デジタルサービスの身近なサポート
グループ連携を強化しつつ、法人顧客へのデジタルサービス
等の営業を強化

通帳アプリの機能拡充・利用拡大
（基本バンキング機能を搭載）

リアルと
デジタルの

全国約24,000の郵便局ネットワークを活用

相互補完

家計簿・家計相談アプリ
（新規構築）
お客さま自身が、現在ならびに将来の家計の状況を確認でき、
お客さまの意向に沿った商品・サービスを選択できるアプリ

サポートチャネル
態勢を強化し、専門的なサポートを実施

お客さまの声を
サービス改善に
反映

投信／ローン／保険／税務相談／不動産／
旅行代理店／物販・EC ／寄付

多様な事業者との連携による
最適なサービスの提供

コールセンター等の強化

グループプラットフォームアプリ※2とも連携

各チャネルの取引等を統合した顧客データベースの構築・利活用
※ 1 User Interface/User Experience の略。操作性や使い勝手の向上を図るとともに、お客さまがサービスを利用して得られる体験価値の向上を目指す。
※ 2 「 Post-Office in Hand 」をコンセプトとし、日本郵政グループ各社の商品・サービスを横断的に利用できる単一プラットフォームアプリ
（構築中）
。

KPI
通帳アプリ登録口座数

通帳アプリ登録口座数の KPIを設定し、通帳アプ
リを起点として、邦銀随一のお客さま基盤をベースにデジ
タルサービスの普及を目指します。

2020 年度

約

280万口座

2025 年度

1,000

万口座

邦銀随一の顧客基盤（通常貯金：1.2 億口座）

統合報告書
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Value Creation
中期経営計画
ACTION

重点戦略 1  リアルとデジタルの相互補完による新しいリテールビジネスへの変革

資産形成サポートビジネス

対面／ デジタルチャネルで お客さまに最適なサービスを提供
資産形成サポートビジネスについては 、お客さま本位

運用コンサルタント」の育成等を進め、お客さまに一層寄

の業務運営のもと、いつもの社員に相談できる「対面チャ

り添ったライフプラン・コンサルティングを実施してまい

ネル」と、かんたん・べんり・低コストの「デジタルチャネ

ります。

ル」でお客さまに最適なサービスを提供してまいります。

一方、デジタルチャネルにおいては 、競争力のある料

対面チャネルにおいては 、資産運用商品のラインアッ

金水準のもと、Web サイトやアプリでのサービスを拡充

プを当行の顧客層に合った商品に整理するとともに、投

するなど、誰でも使いやすい資産運用プラットフォームの

資初心者のお客さまには主に積立投資を提案してまいり

整備に努めてまいります。

ます。また 、オンライン相談機能の導入・拡大や 、
「資産
オンライン相談機能の導入・拡大

対面・デジタルチャネルで、お客さまから資産運用のご相談
（直営店：233 ／投信取扱局：約1,500 ／投信紹介局：約18,000 ／家計相談アプリ）

いつもの社員に
相談できる

かんたん
べんり
低コスト

最適なチャネル／商品・サービスをご案内

対面チャネル
投資一任サービス※1
相続・信託サービス※2

デジタルチャネル

他社サービス

他社とも連携・協働し、

ネット証券・ネットロボアド等と連携し、
商品ラインアップを充実

多様化するお客さまニーズに対応

投資信託（ラインアップを整理）

投資信託（フルラインアップ）

対面チャネルの商品ラインアップを
非課税制度（NISA 、iDeCo）

非課税制度（NISA）

当行の顧客層に合った商品に整理

個人向け国債

お客さまに一層寄り添った
ライフプラン・コンサルティングを実施

投資初心者には、非課税制度

誰でも使いやすい資産運用
プラットフォームの整備

等を利用した積立投資を提案

KPI
つみたて NISA 稼働口座数

つみたてNISA稼働口座数のKPIを設定し、資
産形成ニーズのある投資初心者のお客さまには 、積立
投資を主にご提案していきます。

2020 年度

13 万口座

約
注：赤枠は、中期経営計画期間中に新規導入予定の商品・サービス

※ 1 お客さまから投資判断の一任を受け、当該投資判断に基づき、売買・管理等までを行う商品の媒介を行うサービス
（要認可）
。
※ 2 遺言信託・相続型信託・遺産整理業務等の信託銀行等が取り扱う商品の媒介を行うサービス
（要認可）
。
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2025 年度

40 万口座

ACTION

新規ビジネス

新たなビジネスを創出し、価値を提供
お客さまの人生を長くサポートする新サービスや、利便
性をより高める新サービスを展開します。
具体的には、
「口座貸越サービス」や「フラット35 」の直

接取扱いを 2021 年 5 月から開始しています。また、
「投
資 一 任 サ ービス」や「相 続・信 託 サ ービス」についても
サービスの開始に向けて準備していきます。

長い人生をサポートするサービス

利便性を高めるサービス

フラット35直接取扱い（2021年5月サービス開始）

口座貸越サービス（2021年5月サービス開始）

住宅ローン商品ラインアップを拡充し、お客さま

決済サービスの拡充によりお客さま利便性向上を

ニ ー ズに対応。営業力・要員強化により住宅ロー

図る。ビッグデ ー タ・AI を活用した与信判断モデ

ンの新規実行額の着実な増加を目指す 。

ル、マー ケティングモデルの開発・活用も推進。

楽天グループとの連携

投資一任サービス※1

（キャッシュレス・ペイメント分野等での協業）

資金移動業者との提携による
国際送金サービス

高齢者向けサービス
相続・信託サービス

※1

投信解約委任サービス※2

新ブランドデビットカード
（キャッシュカード一体型）

デジタル通貨分野の検討推進

顧客基盤を活用し、グループ他社を含めた多様な事業者との連携による新商品・サービスの展開
（オープンな「共創プラットフォーム」）

フィンテック子会社（銀行業高度化等会社）
の設立も検討

多様な事業者と連携し、リアルとデジタルの相互補完により、
最適なチャネルで最適な商品・サービスを提供
※ 1 要認可
※ 2 お客さまが保有している投信の解約を指定の家族へ委任するサービス
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