
振込用の店名・口座番号の通帳への記載例

＊ 窓口に通帳を提示すると、振込用の店名・口座番号が印字されます。
＊ 電話での確認は、フリーダイヤル０１２０-２５３８１１からできます。
＊ インターネットでの確認は、「ゆうちょ」検索からできます。

ゆうちょ銀行の通帳の最初のページ記載例



店番 店名 店番 店名

００８ 〇〇八 ゼロゼロハチ ８６８ 八六八 ハチロクハチ

０１８ 〇一八 ゼロイチハチ ９０８ 九〇八 キユウゼロハチ

０２８ 〇二八 ゼロニハチ ９１８ 九一八 キユウイチハチ

０３８ 〇三八 ゼロサンハチ ９２８ 九二八 キユウニハチ

０４８ 〇四八 ゼロヨンハチ ９３８ 九三八 キユウサンハチ

０５８ 〇五八 ゼロゴハチ ９４８ 九四八 キユウヨンハチ

０６８ 〇六八 ゼロロクハチ ９５８ 九五八 キユウゴハチ

０７８ 〇七八 ゼロナナハチ ９６８ 九六八 キユウロクハチ

０８８ 〇八八 ゼロハチハチ ９７８ 九七八 キユウナナハチ

０９８ 〇九八 ゼロキユウハチ ９８８ 九八八 キユウハチハチ

１０８ 一〇八 イチゼロハチ ９９８ 九九八 キユウキユウハチ

１１８ 一一八 イチイチハチ

１２８ 一二八 イチニハチ

２０８ 二〇八 ニゼロハチ

２１８ 二一八 ニイチハチ

２２８ 二二八 ニニハチ

２３８ 二三八 ニサンハチ

２４８ 二四八 ニヨンハチ 店番 店名

３１８ 三一八 サンイチハチ ０１９ 〇一九 ゼロイチキユウ

３２８ 三二八 サンニハチ ０２９ 〇二九 ゼロニキユウ

３３８ 三三八 サンサンハチ ０３９ 〇三九 ゼロサンキユウ

４０８ 四〇八 ヨンゼロハチ ０４９ 〇四九 ゼロヨンキユウ

４１８ 四一八 ヨンイチハチ ０５９ 〇五九 ゼロゴキユウ

４２８ 四二八 ヨンニハチ ０６９ 〇六九 ゼロロクキユウ

４３８ 四三八 ヨンサンハチ ０７９ 〇七九 ゼロナナキユウ

４４８ 四四八 ヨンヨンハチ ０８９ 〇八九 ゼロハチキユウ

４５８ 四五八 ヨンゴハチ ０９９ 〇九九 ゼロキユウキユウ

４６８ 四六八 ヨンロクハチ １０９ 一〇九 イチゼロキユウ

４７８ 四七八 ヨンナナハチ １１９ 一一九 イチイチキユウ

５１８ 五一八 ゴイチハチ １２９ 一二九 イチニキユウ

５２８ 五二八 ゴニハチ １３９ 一三九 イチサンキユウ

５３８ 五三八 ゴサンハチ １４９ 一四九 イチヨンキユウ

５４８ 五四八 ゴヨンハチ １５９ 一五九 イチゴキユウ

５５８ 五五八 ゴゴハチ １６９ 一六九 イチロクキユウ

６１８ 六一八 ロクイチハチ １７９ 一七九 イチナナキユウ

６２８ 六二八 ロクニハチ １８９ 一八九 イチハチキユウ

６３８ 六三八 ロクサンハチ １９９ 一九九 イチキユウキユウ

６４８ 六四八 ロクヨンハチ ２０９ 二〇九 ニゼロキユウ

７０８ 七〇八 ナナゼロハチ ２１９ 二一九 ニイチキユウ

７１８ 七一八 ナナイチハチ ２２９ 二二九 ニニキユウ

７２８ 七二八 ナナニハチ ２３９ 二三九 ニサンキユウ

７３８ 七三八 ナナサンハチ ２４９ 二四九 ニヨンキユウ

７４８ 七四八 ナナヨンハチ ２５９ 二五九 ニゴキユウ

７６８ 七六八 ナナロクハチ ２６９ 二六九 ニロクキユウ

７７８ 七七八 ナナナナハチ ２７９ 二七九 ニナナキユウ

７８８ 七八八 ナナハチハチ ２８９ 二八九 ニハチキユウ

７９８ 七九八 ナナキユウハチ

８１８ 八一八 ハチイチハチ

８２８ 八二八 ハチニハチ

８３８ 八三八 ハチサンハチ

８４８ 八四八 ハチヨンハチ

８５８ 八五八 ハチゴハチ

店名（カナ名） 店名（カナ名）

店名（カナ名）

ゆ う ち ょ 銀 行　 店 番 ・ 店 名 対 応 表　

普通預金（通常貯金・通常貯蓄貯金）

当座預金（振替口座）




