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（１）「生年月日」「国籍」等
（２）「外国PEPs情報」
（３）「ご利用目的」
（４）「ご職業」「事業／業種」
（５）「ご勤務先・ご就学先」（※差し支えない範囲で回答にご協力ください）
（６）「年収・年商」（※差し支えない範囲で回答にご協力ください）
（７）「毎月のお取引金額（合計）」「お取引の頻度」
（８）「お取引の原資」
（９）「200万円超の現金取引予定」
（10）「国際送金の利用予定」
（11）「経済制裁対象国等との取引」

1 回答入力画面で表示された以下の項目について、現在のお客さま情報をご入力ください。

お客さま情報ご申告サイト　入力方法のご案内（個人のお客さま）

この場合、入力済みの情報は消去されますのでご注意ください。（お手数をお掛けしますが、再度ログインし、最初から入力し直してください）

1 ログイン後、同じ画面にとどまったまま20分が経過すると、情報保護の観点から、自動でログアウトします。

システムエラーによりログアウトした場合、入力済みの情報は消去されます。（お手数をお掛けしますが、再度ログインし、最初から入力し直して
ください）

2 ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンは、システムエラーが発生するため、使用しないでください。

3 完了画面が表示され、回答は完了です。ご協力ありがとうございました。

※回答内容の控えが必要な場合は、回答確認画面のコピーを保存いただくか、ブラウザ画面を印刷等してください。

2 回答確認画面で入力内容をご確認いただき、入力内容が正しければ、「回答」ボタンを押してください。
修正する場合は、「戻る」ボタンで回答入力画面に戻り、入力内容を修正してください。

回答入力時にご注意いただきたいこと

（回答入力画面①）
（１）～（６）を入力します

（回答入力画面②）
（７）～（11）を入力します

（回答確認画面）
回答内容を確認します

（完了画面）
回答完了です
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・日本国籍の方、特別永住者の方は、「日本国籍　または　外国籍の特別永住者」を選択してください。
・外国籍の方は、「外国籍（特別永住者を除く）」を選択いただき、国名をプルダウンから選択してください。
・在留カードをお持ちの方は、❶在留資格、❷在留期間（満了日）、❸在留カード番号（※）を入力してください。
※外交官等で在留カードを交付されていない方は、在留カード番号の入力は不要です。

1 「生年月日」「国籍」等をご入力ください。

１．回答入力画面で表示された以下の項目について、現在のお客さま情報をご入力ください。

生年月日を選択してください。

国籍を選択してください。
※日本国籍の方、特別永住者の方は、
「日本国籍　または　外国籍の特
別永住者」を選択してください。

【外国籍の方】

【外国籍の方のみ】
在留期間（満了日）を選択してく
ださい。在留資格が永住者等で
在留期間が無期限の方は、「無
期限」を選択してください。

【外国籍の方のみ】
在留カード番号を入力してくだ
さい。
※外交官等で在留カードを交付さ
れていない方は、在留カード番号
の入力は不要です。

【外国籍の方のみ】
日本に所在する事務所等（会社、オフィス、
店舗、営業所等）で働いている場合は「は
い」を選択してください。働いていない場
合は「いいえ」を選択してください。

【外国籍の方のみ】
外交官等の特定の職業の方は、該
当するものを選択してください。該
当しない場合は、選択不要です。

【外国籍の方のみ】
国名をプルダウンから選択して
ください。

【外国籍の方のみ】
在留資格をプルダウンから選択
してください。

❶

❸

❷

❶

❷

❸
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・外国PEPs（外国政府等の重要な公的地位にある方またはそのご家族）に該当する場合は「はい」を選択してください。該当しない場合は、「いいえ」
を選択してください※。
※外国PEPsは、外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方（またはそのご家族）です。
例えば、外国の大使や国営企業の役員等の限られた地位や役職等にある方（またはそのご家族）のみが該当します。詳しくは、【「外国政府
等において重要な地位を占める方」について】をご参照ください。

2 「外国PEPs情報」をご入力ください。

【外国PEPsに該当する方】

【外国PEPsに該当する方のみ】
重要な地位を占める方が名義
人様ご本人であれば、「ご本人」
を選択してください。
重要な地位を占める方が名義
人様のご家族であれば、「ご家
族」を選択し、その方のおなまえ
と続柄（配偶者、父母、子　等）
を選択してください。

【外国PEPsに該当する方のみ】
重要な地位にある機関名称を
入力してください。
（例）駐日●●大使館

【外国PEPsに該当する方のみ】
重要な地位を入力してください。
（例）首相、全権大使

「はい」または「いいえ」を選択
してください。

【外国PEPsに該当する方のみ】
重要な地位にある国名をプル
ダウンから選択してください。
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・ゆうちょ銀行（郵便局を含む）とお取引をされる目的について、該当する項目を選択してください。
主なご利用目的：該当する項目1つを選択してください。
上記以外のご利用目的：主なご利用目的以外にもご利用目的がある場合は、該当する項目を選択してください。
例）主なご利用目的は「給与受取」だが、その他に公共料金の引き落としやクレジットカード決済等の「生計費決済」、余裕資金の「貯蓄」でのご
利用もある場合は、「主なご利用目的」は「給与受取／年金受取」を選択いただき、「上記以外のご利用目的」は「生計費決済」と「貯蓄／資
産運用」を選択してください。

3 「ご利用目的」をご入力ください。

主なご利用目的を１つ選択して
ください。
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（20文字まで）
※20文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

ご利用目的が複数ある場合は、
上記以外のご利用目的から該
当するものをすべて選択してく
ださい。
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・名義人様の主なご職業について、該当する項目を選択してください。（複数選択可）
・選択されたご職業に応じて、勤務先の事業／業種についてもプルダウンから選択してください。

4 「ご職業」「事業／業種」をご入力ください。

該当するご職業を選択してくだ
さい。（複数選択可）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（10文字まで）
※10文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

【「会社員/団体職員」、「会社役員/団体役員」、「パート/アルバイト/派遣社員/契約社員」、「個人事業主/自営業」に該当する方】
※それ以外のご職業の方は、事業／業種は表示されませんので入力不要です。

ご職業が「会社員/団体職員」、
「会社役員/団体役員」、「パート
/アルバイト/派遣社員/契約社
員」、「個人事業主/自営業」に該
当する方は、主な事業/業種を
プルダウンから選択してくださ
い。（他の事業/業種を含め、最
大３つまで選択できます）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（10文字まで）
※10文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。



6/14

・勤務先、就学先の情報を差し支えない範囲でご入力ください。

5 「ご勤務先・ご就学先」をご入力ください。

ご勤務先（学生の方は、ご就学
先）の名称/屋号を入力してくだ
さい。（30文字まで）
※30文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。
※ご勤務先等が複数ある場合は、
主なもの1つについてご入力くだ
さい。

ご勤務先（学生の方は、ご就学
先）の住所・電話番号を入力し
てください。
※電話番号が複数ある場合は、い
ずれか1つをご入力ください。
※電話番号のハイフン（―）は入力
不要です。

ご勤務先での役職について、該
当する項目を選択してください。
（学生の場合は不要です）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（10文字まで）
※10文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

ご勤務先での業務内容につい
て、該当する項目を選択してくだ
さい。（学生の場合は不要です）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（10文字まで）
※10文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。
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・現在の年収（個人事業主の方は年商）について、差し支えない範囲でご入力ください。
※給与や年金のほか、家賃収入等も含みます。
※名義人様ご自身の収入がない場合は、「0～100万円以下」を選択してください。

6 「年収・年商」をご入力ください。

現在の年収（個人事業主の方は
年商）を選択してください。



8/14

・予定されるお取引（預入・払戻・送金・引き落とし等）金額とお取引の頻度について、該当する項目を選択してください。
※車や住宅購入用等、一時的に発生する高額な入出金は含みません。
※月によって金額や頻度が大きく異なる場合は、平均値でご回答ください。

【毎月のお取引金額（合計）の例】
毎月給与が20万円入金され、生計費決済で10万円の払戻をする場合、お取引金額は30万円になるため、「10万円超～50万円以下」に
該当します。
【お取引の頻度の例】
1週間のうちに2回ATMで出金し、引き落としが1回ある場合、「週に3回以上」に該当します。

7 「毎月のお取引金額（合計）」「お取引の頻度」をご入力ください。

毎月のお取引金額（合計）を選
択してください。

お取引の頻度を選択してくだ
さい。
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・ゆうちょ銀行口座でのお取引の主な原資（お取引の資金の出所、口座に入金される資金の主な出所）について、該当する項目を選択してくださ
い。（複数選択可）

8 「お取引の原資」をご入力ください。

お取引の原資を選択してくださ
い。（複数選択可）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（20文字まで）
※20文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。



10/14

・ゆうちょ銀行口座で200万円を超える現金取引を利用されている場合、または今後予定されている場合は「はい」を選択してください。利用され
ていない、今後も予定していない場合は「いいえ」を選択してください。
※現金取引は、ATMや窓口で口座に現金を入金する、口座から現金で出金する等のお取引です。同一日にATMで現金を入金され、その合計
が200万円を超えるようなお取引をされる場合は、「はい」を選択してください。（口座からの引き落としや、口座からの送金は含みません）

※実際に取引をされる際に、改めて、取引理由やお取引の原資等を確認させていただくことがございます。

9 「200万円超の現金取引予定」をご入力ください。

「はい」または「いいえ」を選択し
てください。

【200万円超の現金取引予定有無が「はい」に該当する方】

【200万円超の現金取引予定
がある方のみ】
資金の出所や使用用途、現金で
なければならない理由（取引の
具体的な内容）を入力してくだ
さい。（30文字まで）
※30文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

【200万円超の現金取引予定
がある方のみ】
200万円を超える現金取引の
頻度について、該当する項目を
選択してください。

【200万円超の現金取引予定
がある方のみ】
200万円を超える現金取引の1
回あたりの金額について、該当
する項目を選択してください。
※取引時によってお取引金額が大
きく異なる場合は、平均値でご回
答ください。
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・ゆうちょ銀行口座で国際送金（外国との送金取引）を利用されている場合、または今後予定されている場合は「はい」を選択してください。利用さ
れていない、今後も予定していない場合は「いいえ」を選択してください。
※国際送金は、窓口を利用されるか、ゆうちょダイレクトを利用されるか、また、取引予定金額の大小にかかわらずご回答ください。
※実際に取引をされる際に、改めて、送金目的やお取引の原資等を確認させていただくことがございます。

10「国際送金の利用予定」をご入力ください。

「はい」または「いいえ」を選択し
てください。

【国際送金の利用予定有無が「はい」に該当する方】

【国際送金予定がある方のみ】
国際送金を行う目的（送る場
合、受け取る場合）について、該
当する項目を選択してくださ
い。（複数選択可）
「その他」を選択された場合は、
具体的な内容を入力してくださ
い。（20文字まで）
※20文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

【国際送金予定がある方のみ】
国際送金の頻度について、該当
する項目を選択してください。

【国際送金予定がある方のみ】
国際送金の1回あたりの金額に
ついて、該当する項目を選択し
てください。
※取引時によってお取引金額が大
きく異なる場合は、平均値でご回
答ください。

【国際送金予定がある方のみ】
国際送金の取引相手国等につ
いて、該当する国名等を選択し
てください。（複数選択可）
「その他」を選択された場合は、
プルダウンから国名を選択して
ください。
※その他の取引相手国等が複数あ
る場合は、主な取引相手国等を1
つ選択してください。
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・外国為替及び外国貿易法や米国OFAC規制等により制裁対象国・地域として指定されている国等（経済制裁対象国等）との取引がある場合、
または今後予定されている場合は「はい」を選択してください。取引がない、今後も予定していない場合は「いいえ」を選択してください。
※最新の経済制裁対象国等は、ゆうちょ銀行Webサイトからご確認いただけます。
※実際に取引をされる際に、改めて、取引理由やお取引の原資等を確認させていただくことがございます。

11 「経済制裁対象国等との取引」をご入力ください。

「はい」または「いいえ」を選択し
てください。

【経済制裁対象国等との取引有無が「はい」に該当する方】

【経済制裁対象国等との取引が
ある方のみ】
該当する経済制裁対象国等を
選択してください。「その他」を
選択された場合は、具体的な国
名等を入力してください。（30
文字まで）
※30文字を超える場合は、入力で
きる範囲で入力してください。

【経済制裁対象国等との取引がある方のみ】
取引の内容や目的、取引の相手方等、お取引の
具体的な内容を入力してください。（40文字まで）
※40文字を超える場合は、入力できる範囲で入力して
ください。
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・回答内容が表示されますので、入力内容をご確認いただき、内容が正しければ「回答」ボタンを押してください。
・修正する場合は、画面上の「戻る」ボタンで回答入力画面に戻り、入力内容を修正してください。
※ブラウザの「戻る」ボタンで戻ると、入力内容は消去されてしまうため、使用しないでください。

・回答ボタン押下後は、再ログインができなくなり、回答内容の閲覧もできません。控えが必要な場合は、回答確認画面のコピーを保存いただく
か、ブラウザ画面を印刷等してください。

２．回答確認画面で入力内容をご確認いただき、
入力内容が正しければ、「回答」ボタンを押してください。

入力内容をご確認いただき、入
力内容が正しければ、「回答」ボ
タンを押してください。
修正する場合は、画面上の「戻
る」ボタンで回答入力画面に戻
り、入力内容を修正してください。
※ブラウザの「戻る」ボタンは、シス
テムエラーが発生するため、使用
しないでください。（システムエ
ラーが発生した場合、入力内容は
消去されます）

※回答ボタン押下後は、再ログインができなくなり、回答内容の閲覧もできません。控えが必要
な場合は、回答確認画面のコピーを保存いただくか、ブラウザ画面を印刷等してください。
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３．完了画面が表示され、回答は完了です。ご協力ありがとうございました。


