ゆうちょ口座開設の流れ
<開設の流れ> https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_index.html
① 以下のものを用意する。
a

申込書

b

現住所が記載された在留カード

開設の流れ

c 学生証
d

パスポート

② ゆうちょ銀行へ行き手続きをする。

a 申込書について
<インターネットで申込書を作成する>

申込書

① 以下のウェブサイトより申込書に記入し、A4 サイズの紙に印刷する
https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/0010.php
② 印刷した申込書のうち、署名が必要なものには記入し、サインが必要な箇所にサインをする。
<衣笠キャンパスでご自身の PC から印刷できる場所について>

印刷方法

平井嘉一郎記念図書館内の「ぴあら」で印刷が可能です。
印刷方法についてはこちらをご覧ください。
https://it.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/articles/900005888446#h_01F489M8Q7ZMKTWVHB4AM348X3

②

ゆうちょ銀行での手続きについて
<手続きを行うゆうちょ銀行の支店について>
英語対応スタッフやスタッフの人数が多い支店は「ゆうちょ銀行 京都北店」です。そちらをお勧めします。
右京郵便局、京都西郵便局も大きな店舗なのでスムーズに手続きができると思います。
<手続き終了後の注意点>
通帳はその場で発行されますが、キャッシュカードと暗証番号は、後日ご自宅に書留で届きます。配達時に自宅に不在の場
合は、以下のような不在票がポストに投函されます。不在票がポストに入っていた場合は、ご自身で再配達の申し込みをしな
い限り、カードと暗証番号を受け取ることができません。再配達は、不在票に貼ってある QR コードを携帯で読み込むか、もしく
は再配達申込サイトから申し込みが可能です。
注：キャッシュカードと暗証番号は 2 通分けて送られま
す。不在票が入っていた場合も、「追跡番号（お問い
合わせ番号）」は 2 件存在しますので、それぞれ 2 件
とも郵便物の再配達の申し込みをしてください。
尚、キャッシュカードと暗証番号、もしくはどちらか一方
が 1 か月以上経っても届かない場合は、手続きをした
ゆうちょ銀行に問い合わせてください。

<再配達申込ウェブサイト・QR コード>
https://trackings.post.japanpost.jp/delivery/deli/

Flow of opening a Japan Post Bank account
<Opening flow>
①

②

FYI *Japanese Only https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_index.html

Prepare the following items.
a Application Form
b Residence card with current address printed
c Student ID card
d Passport

Opening flow

Visit a Japan Post Bank and complete the procedure.

a Application Form
<Filling out an application form online>
①
②

Fill out the application form from the website below and print it on A4 size paper.
https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/0010.php
Of the printed application forms, fill in the one that requires your name in handwriting and sign
the part that requires a signature.

<The place where you can print from your own PC on Kinugasa Campus>
You can print at "Peer-La" (Peer Learning Room) in the Ritsumeikan Hirai Kaichiro Memorial Library.
Please see below for the printing method.
https://it.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/articles/900005888446#h_01F489M8Q7ZMKTWVHB4AM348X3

②

Application form

Printing method

Procedures at Japan Post Bank
<About the Japan Post Bank branch office>
We recommend visiting the branch with English-speaking staff and many staff, "Japan Post Bank Kyoto Kita
Branch". As Ukyo Post Office and Kyoto Nishi Post Office are also large branches the procedure should go smoothly.
<Important notes after completing the procedure>
The passbook will be issued on the same day. However, the cash card and PIN will be sent to your home by registered
mail at a later date. If you are not at home at the time of delivery, the following XXXXX will be posted to your mailbox. If
an “Undeliverable Item Notice” is in the mailbox, you will not be able to receive your card and PIN unless you apply for
redelivery yourself. For redelivery, you can read the QR code on the “Undeliverable Item Notice” with your mobile phone
or apply from “Re-delivery application” website below.
Note: Your cash card and PIN will be sent in two
separate mails. Even if you have an
“Undeliverable Item Notice”, there are two
"tracking numbers (inquiry numbers)", so
please apply for redelivery of the mail for both
of them.
If you do not receive your cash card and PIN, or
either one after more than a month, please
contact the Japan Post Bank you visited for the
procedure.

<Re-delivery application website, QR code>
https://trackings.post.japanpost.jp/delivery/d
eli/

