
引越しワンストップサービスデータ標準　　（案）

No 区分 データ項目 形式 属性情報 項目説明 サンプル値 備考

1 共通 受付番号ID 数値 半角英数字記号 申込者からの受付情報を識別するためのユニークなIDとする 100000001

2 共通 申込日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
申込者が申込を行った日付を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2019-12-25

3 共通 申込時刻 数値 半角英数字記号　「HH:MM:SS」
申込者が申込を行った時刻を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

13:15:10

4 共通 申込者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 申込者の氏名のうち、姓を記載 引越

5 共通 申込者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 申込者の氏名のうち、名を記載 太郎

6 共通 申込者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 申込者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ

7 共通 申込者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 申込者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 タロウ

8 共通 申込者の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能）
申込者の性別を確認し、コードで記載
形式はISO 5218に準拠

1
性別を回答したくないユーザーを考慮したインターフェースを推奨。
例）選択肢を「男性、女性、その他」とし、非選択の場合 0.不明として扱う

9 共通 申込者と契約（予定）者との関係 コード
1．本人　2．配偶者　3．家族・親族　4．大家・管理人　5．不
動産業者　6．その他  7．後見人等　 8．代理人

申込者と契約（予定）者の関係を確認し、コードで記載 1
・6.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。
・金融機関要望で「7．後見人等 8．代理人」を追加。

10 共通 申込者の会社名 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 申込者と契約（予定）者との関係で、申込者が不動産業者など事業者の場合、申込者の会社名を記載 ●●不動産
「申込者と契約（予定）者との関係」で、5.不動産業者、あるいは6.その他で勤務先など
事業者を選択した利用者に対して、同項目を設定

11 共通 契約（予定）者の同意 コード 1．同意あり 申込者と契約（予定）者が異なる場合、契約（予定）者の同意状況を確認し、コードで記載 1

引越しポータル事業者は注釈を引越しポータルサイトに表記
（引越しポータルサイト表記例）
「ご契約者以外の方がお申込みをされる場合は、必ずご契約者ご本人の同意を得たうえで
お申し込みください。」

12 共通 申込者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
申込者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

(03)9999-9999

13 共通 申込者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

申込者の電話番号の区分をコードで記載 1

14 共通 申込者のメールアドレス 文字列 半角英数字記号 申込者のメールアドレスを記載 hikkoshi.taro@gmail.com

15 共通 契約（予定）者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約（予定）者の氏名のうち、姓を記載 引越

16 共通 契約（予定）者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約（予定）者の氏名のうち、名を記載 太郎

17 共通 契約（予定）者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 契約（予定）者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ

18 共通 契約（予定）者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 契約（予定）者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 タロウ

19 共通 契約（予定）者の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能）
契約（予定）者の性別を確認し、コードで記載
形式はISO 5218に準拠

1
性別を回答したくないユーザーを考慮したインターフェースを推奨。
例）選択肢を「男性、女性、その他」とし、非選択の場合 0.不明として扱う

20 共通 契約（予定）者の生年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
契約（予定）者の生年月日を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2020-01-01

21 共通 契約（予定）者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
契約（予定）者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

(03)9999-9999

22 共通 契約（予定）者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

契約（予定）者の電話番号の区分をコードで記載 1

23 共通 契約（予定）者のメールアドレス 文字列 半角英数字記号 契約（予定）者のメールアドレスを記載 hikkoshi.taro@gmail.com

24 共通 契約（予定）者の旧住所（郵便番号） 数値 半角英数字記号　形式は「9999999」
契約（予定）者の旧住所の郵便番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

1050022

25 共通 契約（予定）者の旧住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者の旧住所の都道府県、市区町村、町名を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

東京都港区海岸 郵便番号をもとに自動入力など、ユーザーに直接入力させない形式を推奨

26 共通 契約（予定）者の旧住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者の旧住所の丁目、番地、号をハイフン区切りで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

１－１６－１

27 共通 契約（予定）者の旧住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の旧住所の建物名を記載 ●●マンション

28 共通 契約（予定）者の旧住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の旧住所の棟数を記載 A棟

29 共通 契約（予定）者の旧住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の旧住所の部屋番号を記載 １２３号室

30 共通 契約（予定）者の旧住所の建物形態 コード 1.集合住宅　2.戸建て 契約（予定）者の旧住所の建物形態（集合住宅、戸建て）をコードで記載 1

31 共通 契約（予定）者の旧住所の入口のオートロック有無 コード 1．あり　2．なし
契約（予定）者の旧住所において、メーターを確認できる場所に入るための入口にオートロックの設置がある
かどうかをコードで記載

1

32 共通 契約（予定）者の新住所（郵便番号） 数値 半角英数字記号　形式は「9999999」
契約（予定）者の新住所の郵便番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

1000013

33 共通 契約（予定）者の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ
契約（予定）者の新住所の都道府県、市区町村、町名を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

東京都千代田区霞が関
・郵便番号をもとに自動入力など、ユーザーに直接入力させない形式を推奨
・証券業界では「国土地理院」の住所データに準拠した形式で「都道府県／市区郡／町村名・番地
／マンション名等」の4つの区分に適切に情報を格納する必要あり。

34 共通 契約（予定）者の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者の新住所の丁目、番地、号をハイフン区切りで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

２－１－６

35 共通 契約（予定）者の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の新住所の建物名を記載 △△マンション

36 共通 契約（予定）者の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の新住所の棟数を記載 B棟

37 共通 契約（予定）者の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者の新住所の部屋番号を記載 ４５６号室

38 共通 契約（予定）者の新住所の建物形態 コード 1．集合住宅 2．戸建て 契約（予定）者の新住所の建物形態（集合住宅、戸建て）をコードで記載 1

39 共通 契約（予定）者の新住所の建物区分 コード 1.新築　2.既築 契約（予定）者の新住所の建物が新築か以前からある建物かをコードで記載 1

40 共通 契約（予定）者の新住所の入口のオートロック有無 コード 1．あり　2．なし
契約（予定）者の新住所において、メーターを確認できる場所に入るための入口にオートロックの設置がある
かどうかをコードで記載

1

41 共通 旧住所でのサービス使用停止日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
契約者が希望する旧住所でのサービス使用停止日を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2019-10-13
受け手事業者が受付可能な条件（手続に要する最短日数、日祝祭日は対応不可等）を、引越し
ポータル事業者は引越しポータルサイトに表示する

42 共通 新住所でのサービス使用開始日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
契約（予定）者が希望する新住所でのサービス使用開始日を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2019-10-15
受け手事業者が受付可能な条件（手続に要する最短日数、日祝祭日は対応不可等）を、引越し
ポータル事業者は引越しポータルサイトに表示する

43 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（郵便番号） 数値 半角数字　形式は「9999999」
契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の郵便番号を記載
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

1050022 「契約（予定）者の新住所（郵便番号）」と同じ場合は省略可

44 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の都道府県、市区町村、町名を記載
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

東京都港区海岸 「契約（予定）者の新住所（都道府県・市区町村・町名）」と同じ場合は省略可

45 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の丁目、番地、号をハイフン区切りで記載
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

１－１６－１ 「契約（予定）者の新住所（丁目番地号）」の情報と同じ場合は省略可

46 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の建物名を記載 ●●マンション 「契約（予定）者の新住所（建物名）」と同じ場合は省略可

47 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の棟数を記載 A棟 「契約（予定）者の新住所（棟）」と同じ場合は省略可

48 共通 請求書又は領収書等の送付先住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が請求書又は領収書等の送付を希望する住所の部屋番号を記載 １２３号室 「契約（予定）者の新住所（部屋番号）」と同じ場合は省略可

49 共通 請求書又は領収書等の送付先の宛名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 請求書又は領収書等に記載する宛名のうち、姓を記載 引越 「契約（予定）者の名前（姓）」と同じ場合は省略可

50 共通 請求書又は領収書等の送付先の宛名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 請求書又は領収書等に記載する宛名のうち、名を記載 太郎 「契約（予定）者の名前（名）」と同じ場合は省略可

51 共通 請求書又は領収書等の送付先の宛名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 請求書又は領収書等に記載する宛名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ 「契約（予定）者の名前（姓）のヨミガナ」と同じ場合は省略可

52 共通 請求書又は領収書等の送付先の宛名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 請求書又は領収書等に記載する宛名のうち、名のヨミガナを記載 タロウ 「契約（予定）者の名前（名）のヨミガナ」と同じ場合は省略可

53 共通 請求書又は領収書等の送付先の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
請求書又は領収書等の送付先の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

(03)9999-9999

54 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（姓）を記載 鈴木 主に生命保険会社で使用

55 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（名）を記載 一郎 主に生命保険会社で使用

56 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 家族連絡先（第二連絡先）等有登録者の氏名（姓）のヨミガナを記載 スズキ 主に生命保険会社で使用

57 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の氏名（名）のヨミガナを記載 イチロウ 主に生命保険会社で使用

58 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能） 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の性別を記載 1．男 主に生命保険会社で使用

59 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の生年月日 文字列 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の生年月日を記載 1990/01/01 主に生命保険会社で使用

60 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の電話番号を記載 03012345678 主に生命保険会社で使用

61 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

家族連絡先（第二連絡先）等登録者の電話番号区分を記載 1．自宅 主に生命保険会社で使用

62 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者のメールアドレス 数値 半角英数字記号 家族連絡先（第二連絡先）等登録者のメールアドレスを記載 xxxxxx@mail 主に生命保険会社で使用

63 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（郵便番号） 数値 半角英数字記号　形式は「9999999」 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（郵便番号）を記載 1050022 主に生命保険会社で使用

64 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（都道府県・市区町村・町名）を記載 東京都港区海岸 主に生命保険会社で使用

65 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（丁目番地号）を記載 １－１６－１ 主に生命保険会社で使用

66 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（建物名）を記載 ●●マンション 主に生命保険会社で使用

67 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（棟）を記載 A棟 主に生命保険会社で使用

68 共通 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 家族連絡先（第二連絡先）等登録者の新住所（部屋番号）を記載 １２３号室 主に生命保険会社で使用

69 共通 名寄せ処理（同社と契約する別契約への処理）希望 コード 1.希望あり、2．希望なし 名寄せ希望について記載 1.希望あり
主に生命保険会社で使用
※名寄せ処理希望とは、契約者が当該保険会社で契約する別の保険契約についても同様の処理
（住所変更処理）を希望するかという意。

70 共通 契約者の個人番号 数値 半角数字12桁 契約者の個人番号（12桁）を記載 123456789012 主に証券会社で使用

71 電力 （使用停止）法人番号 数値 半角数字 契約者が使用停止を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

72 電力 （使用停止）供給地点特定番号 数値 半角英数字記号　「99-9999-9999-9999-9999」 契約（予定）者が使用停止を希望する場所の供給地点特定番号を記載 99-9999-9999-9999-9999

73 電力 （使用停止）使用停止場所の建物解体予定の有無 コード 1．あり　2．なし 契約（予定）者が使用停止を希望する場所の建物解体予定の有無をコードで記載 1

74 電力 （使用停止）使用停止場所の建物解体予定年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
契約（予定）者が使用停止を希望する場所で建物解体の予定がある場合、建物解体予定の日付を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2019-12-25

75 電力 （使用停止）使用停止場所の建物解体予定時間帯 コード

0.  00:00             13.  13:00
1.  01:00　           14.  14:00
2.  02:00             15.  15:00
3.  03:00　           16.  16:00
4.  04:00　           17.  17:00

契約（予定）者が使用停止を希望する場所で建物解体の予定がある場合、建物解体予定時間帯をコードで記
載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

10

・「～時頃」のように前後に幅をもたせる場合、前後30分、前後15分等、受け手事業者によってもた
せる幅は異なるので、引越しポータル事業者は受け手事業者が受付可能な条件を引越しポータル
サイトに表示すること。
・選択肢に「24．午前 25．午後」を加える。

76 電力 （使用停止）使用停止希望時間帯 コード

0.  00:00             13.  13:00
1.  01:00　           14.  14:00
2.  02:00             15.  15:00
3.  03:00　           16.  16:00
4.  04:00　           17.  17:00

契約（予定）者が使用停止を希望する時間帯をコードで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

10

・「～時頃」のように前後に幅をもたせる場合、前後30分、前後15分等、受け手事業者によってもた
せる幅は異なるので、引越しポータル事業者は受け手事業者が受付可能な条件を引越しポータル
サイトに表示すること。
・日付は、旧住所でのサービス使用停止日とする。

77 電力 （使用停止）最終使用分料金の精算方法 コード
1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード
4．現地精算

契約（予定）者が希望する使用停止時の最終使用分料金の精算方法を確認し、コードで記載 1

・受け手事業者ごとに受付可能な精算方法を、引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表
示
・口座振替・クレジットカードは、現在同手段でお支払いしている方のみ対象とする場合には、引越し
ポータル事業者は次のような注釈を引越しポータルサイトに表記する
（引越しポータルサイト表記例）
「口座振替・クレジットカードは、現在口座振替・クレジットカードでお支払いいただいている方のみ選
択いただけます。」
・選択肢に「5．電子決済 6．コンビニ」を加える。

コ

コ

コ
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No 区分 データ項目 形式 属性情報 項目説明 サンプル値 備考

78 電力 （使用停止）訪問希望時間帯 コード

0.  00:00/01:00             13.  13:00/14:00
1.  01:00/02:00　           14.  14:00/15:00
2.  02:00/03:00             15.  15:00/16:00
3.  03:00/04:00　           16.  16:00/17:00
4.  04:00/05:00　           17.  17:00/18:00
5.  05:00/06:00             18.  18:00/19:00
6.  06:00/07:00             19.  19:00/20:00
7.  07:00/08:00　           20.  20:00/21:00
8.  08:00/09:00             21.  21:00/22:00
9.  09:00/10:00             22.  22:00/23:00
10. 10:00/11:00            23.  23:00/24:00
11. 11:00/12:00　　　　　 99.  不明・未定
12. 12:00/13:00

使用停止の際に立会が必要な場合、契約（予定）者が希望する作業員の訪問希望時間帯を確認し、コードで
記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

9,10,11

複数のコードを記載する場合は「,」（カンマ）で区切る。

例）9時～12時を表す場合
　コード表記：「9,10,11」

・受け手事業者ごとに受付可能な時間帯を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
・訪問希望日は、旧住所でのサービス使用停止日とする。

79 電力 （使用停止）立会者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、姓を記載 引越 （電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

80 電力 （使用停止）立会者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、名を記載 花子 （電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

81 電力 （使用停止）立会者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ （電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

82 電力 （使用停止）立会者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 ハナコ （電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

83 電力 （使用停止）契約（予定）者と立会者との関係 コード 1．本人 2．家族　3.大家・管理人　4．その他 契約（予定）者と立会者との関係をコードで記載 1 4.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

84 電力 （使用停止）立会者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
立会者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

（03）9999-9999
・（電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得
・引越しポータル事業者は次のような文言を引越しポータルサイトで表記
「日中に連絡可能な電話番号を入力してください。」

85 電力 （使用停止）立会者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

立会者の電話番号の区分をコードで記載 1 （電力）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

86 電力 （使用停止）付帯契約の有無 コード 1．あり　2．なし 電気の使用停止に際し、太陽光、電気温水器など付帯契約の有無についてコードで記載 1

87 電力 （使用停止）付帯契約の同時停止申込の有無 コード 1．あり　2．なし 電気の使用停止に際し、太陽光、電気温水器など付帯契約の同時停止の申込有無についてコードで記載 1 （電力）（使用停止）付帯契約の有無で「1.あり」を選択したユーザーに対し、同項目を設定 

88 電力 （使用開始）法人番号 数値 半角数字 契約（予定）者が使用開始を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

89 電力 （使用開始）供給地点特定番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999-9999-9999」 契約（予定）者が使用開始を希望する住所地の供給地点特定番号を記載 99-9999-9999-9999-9999

90 電力 （使用開始）使用開始希望時間帯 コード

0.  00:00             13.  13:00
1.  01:00　           14.  14:00
2.  02:00             15.  15:00
3.  03:00　           16.  16:00
4.  04:00　           17.  17:00
5.  05:00             18.  18:00
6.  06:00             19.  19:00
7.  07:00　           20.  20:00
8.  08:00             21.  21:00
9.  09:00             22.  22:00
10. 10:00            23.  23:00
11. 11:00　　　　　 99.  不明・未定
12. 12:00

契約（予定）者が使用開始を希望する時間帯をコードで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

10

・「～時頃」のように前後に幅をもたせる場合、前後30分、前後15分等、受け手事業者によってもた
せる幅は異なるので、引越しポータル事業者は受け手事業者が受付可能な条件を引越しポータル
サイトに表示すること。
・新住所でのサービス使用開始日とする。

91 電力 （使用開始）利用明細の発行希望の有無 コード 1.希望しない、2.希望する 契約（予定）者の利用明細の発行希望の有無を確認し、コードで記載 1 選択肢に「2．希望する（WEB明細）　3．希望する（書面（別途110円発生）」を加える。

92 電力 （使用開始）電力供給エリア コード
1．北海道、2．東北、3．東京、4．中部、5．北陸、6．関西、
7．中国、8．四国、9．九州 10.沖縄

契約（予定）者が使用開始を希望する電力のエリアをコードで記載 1

93 電力 （使用開始）供給条件の説明及び契約締結前交付書面への同意 コード 1．同意あり

契約（予定）者が使用開始の契約を希望する受け手事業者の、料金その他供給条件及び契約内容に関する
契約締結前の同意について状況を確認し、コードで記載
（供給条件の説明：電気事業法第2条の13第1項及び施行規則第3条の12第1項）
（契約締結前書面：電気事業法施行規則第3条の12第8項）

1
媒介事業者として引越しポータルサイト上で受け手事業者の手続を完結する場合、引越しポータル
事業者は、契約締結前に、契約（予定）者に対して、受け手事業者の供給条件の説明及び契約締
結前交付書面について、引越しポータルサイトに表示し承諾を得る必要がある。

94 電力 （使用開始）個人情報の取扱いへの同意 コード 1．同意あり
契約（予定）者が使用開始の契約を希望する事業者の、個人情報の取扱いに関する同意について状況を確
認し、コードで記載

1
個人情報の取扱いについて、引越しポータル事業者は受け手事業者と記載内容を調整し、引越し
ポータルサイトに表示

95 電力 （使用開始）支払方法 コード 1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード 契約（予定）者が希望する使用開始時の料金の支払方法を確認し、コードで記載 1 受け手事業者ごとに受付可能な支払方法を、引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示

96 電力 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカード番号を記載 9999999999999999

97 電力 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードの有効期限を記載 0321

98 電力 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコード 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードのセキュリティコードを記載 123

99 電力 （使用開始）停電周知先の住所（郵便番号） 数値 半角数字　形式は「9999999」
契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の郵便番号を記載
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

1050022 「契約（予定）者の新住所（郵便番号）」と同じ場合は省略可

100 電力 （使用開始）停電周知先の住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の都道府県、市区町村、町
名を記載。
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

東京都港区海岸 「契約（予定）者の新住所（都道府県・市区町村・町名）」と同じ場合は省略可

101 電力 （使用開始）停電周知先の住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字
契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の丁目、番地、号をハイフン
区切りで記載
形式は行政基本情報データ標準モデルに準拠

１－１６－１ 「契約（予定）者の新住所（丁目番地号）」の情報と同じ場合は省略可

102 電力 （使用開始）停電周知先の住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の建物名を記載 ●●マンション 「契約（予定）者の新住所（建物名）」と同じ場合は省略可

103 電力 （使用開始）停電周知先の住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の棟数を記載 A棟 「契約（予定）者の新住所（棟）」と同じ場合は省略可

104 電力 （使用開始）停電周知先の住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その住所の部屋番号を記載 １２３号室 「契約（予定）者の新住所（部屋番号）」と同じ場合は省略可

105 電力 （使用開始）停電周知先の宛名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その宛名のうち、姓を記載 引越 「契約（予定）者の名前（姓）」と同じ場合は省略可

106 電力 （使用開始）停電周知先の宛名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その宛名のうち、名を記載 太郎 「契約（予定）者の名前（名）」と同じ場合は省略可

107 電力 （使用開始）停電周知先の宛名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その宛名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ 「契約（予定）者の名前（姓）のヨミガナ」と同じ場合は省略可

108 電力 （使用開始）停電周知先の宛名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その宛名のうち、名のヨミガナを記載 タロウ 「契約（予定）者の名前（名）のヨミガナ」と同じ場合は省略可

109 電力 （使用開始）停電周知先の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
契約（予定）者が停電周知先として使用開始場所以外を希望する場合、その電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

(03)9999-9999

110 ガス （使用停止）法人番号 数値 半角数字 契約（予定）者が使用停止を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

111 ガス （使用停止）使用停止場所の建物解体予定の有無 コード 1．あり　2．なし 契約（予定）者が使用停止を希望する場所の建物解体予定の有無を記載 1

112 ガス （使用停止）使用停止場所の建物解体予定年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」
契約（予定）者が使用停止を希望する場所の建物解体がある場合、建物解体予定の日付を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

2019-12-25

113 ガス （使用停止）使用停止場所の建物解体予定時間帯 コード

0.  00:00             13.  13:00
1.  01:00　           14.  14:00
2.  02:00             15.  15:00
3.  03:00　           16.  16:00
4.  04:00　           17.  17:00
5.  05:00             18.  18:00
6.  06:00             19.  19:00
7.  07:00　           20.  20:00
8.  08:00             21.  21:00
9.  09:00             22.  22:00
10. 10:00            23.  23:00
11. 11:00　　　　　 99.  不明・未定
12. 12:00

契約（予定）者が使用停止を希望する場所の建物解体がある場合、建物解体予定時間帯をコードで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

10

・「～時頃」のように前後に幅をもたせる場合、前後30分、前後15分等、受け手事業者によってもた
せる幅は異なるので、引越しポータル事業者は受け手事業者が受付可能な条件を引越しポータル
サイトに表示すること。
・日付は、旧住所でのサービス使用停止日とする。
選択肢に「24．午前 25．午後」を加える。

114 ガス （使用停止）使用停止希望時間帯 コード

0.  00:00             13.  13:00
1.  01:00　           14.  14:00
2.  02:00             15.  15:00
3.  03:00　           16.  16:00
4.  04:00　           17.  17:00
5.  05:00             18.  18:00
6.  06:00             19.  19:00
7.  07:00　           20.  20:00
8.  08:00             21.  21:00
9.  09:00             22.  22:00
10. 10:00            23.  23:00
11. 11:00　　　　　 99.  不明・未定
12. 12:00

契約（予定）者が使用停止を希望する時間帯を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

10

・「～時頃」のように前後に幅をもたせる場合、前後30分、前後15分等、受け手事業者によってもた
せる幅は異なるので、引越しポータル事業者は受け手事業者が受付可能な条件を引越しポータル
サイトに表示すること。
・日付は、旧住所でのサービス使用停止日とする。

115 ガス （使用停止）最終使用分料金の精算方法 コード
1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード　4．現地精
算

契約者が希望する使用停止時の最終使用分料金の精算方法を確認し、コードで記載 1

・受け手事業者ごとに受付可能な精算方法を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
する
・口座振替・クレジットカードは、現在同手段でお支払いしている方のみ対象とする場合、引越しポー
タル事業者は次のような注釈を引越しポータルサイトに表記する
（引越しポータルサイト表記例）
「口座振替・クレジットカードは、現在口座振替・クレジットカードでお支払いいただいている方のみ選
択いただけます。」
・選択肢に「5．電子決済  6．コンビニ」を加える。

116 ガス （使用停止）訪問希望時間帯 コード

0.  00:00/01:00             13.  13:00/14:00
1.  01:00/02:00　           14.  14:00/15:00
2.  02:00/03:00             15.  15:00/16:00
3.  03:00/04:00　           16.  16:00/17:00
4.  04:00/05:00　           17.  17:00/18:00
5.  05:00/06:00             18.  18:00/19:00
6.  06:00/07:00             19.  19:00/20:00
7.  07:00/08:00　           20.  20:00/21:00
8.  08:00/09:00             21.  21:00/22:00
9.  09:00/10:00             22.  22:00/23:00
10. 10:00/11:00            23.  23:00/24:00
11. 11:00/12:00            99.  不明・未定
12. 12:00/13:00

契約者が希望する使用停止時の作業員の訪問可能時間帯を確認し、コードで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

9,10,11

複数のコードを記載する場合は「,」（カンマ）で区切る。

例）9時～12時を表す場合
　コード表記：「9,10,11」

・受け手事業者ごとに受付可能な時間帯を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
・訪問希望日は、旧住所でのサービス使用停止日とする。

117 ガス （使用停止）取り外す必要のあるガス器具の有無 コード 1：あり　2：なし 取り外す必要のあるガス器具の有無を記載 1

118 ガス （使用停止）ガスメーター設置位置 コード 1.屋内　2.屋外 ガスメーターの設置位置を記載 2

119 ガス （使用停止）作業員単独でのガスメーター確認可否 コード 1.可能　2.不可能 作業員単独でガスメーターの確認が可能かどうかを記載 1

120 ガス （使用停止）使用中止の理由 コード 1.転居　2.一時不使用　3.建替え・建物解体等　4.その他 ガスの使用中止の理由を記載 1 4.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

121 ガス （使用停止）契約（予定）者と立会い者との関係 コード 1．本人 2．家族　3.大家・管理人　4．その他 契約（予定）者と立会い者との関係を記載 1 4.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

122 ガス （使用停止）訪問時の事前連絡の要否 コード 1.必要　2.不要 使用開始時の作業員が訪問する前、立会者への事前連絡を希望有無について記載 1

123 ガス （使用停止）立会者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、姓を記載 引越 （ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

124 ガス （使用停止）立会者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、名を記載 花子 （ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

125 ガス （使用停止）立会者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ （ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

126 ガス （使用停止）立会者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 ハナコ （ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得

127 ガス （使用停止）立会者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
立会者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

（03）9999-9999

・（ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得
・引越しポータル事業者は次のような文言を引越しポータルサイトで表記。
（引越しポータルサイト表記例）
「日中に連絡可能な電話番号を入力してください。」

128 ガス （使用停止）立会者の電話番号の区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所 7.その他

立会者の電話番号の区分をコードで記載 1
・（ガス）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得
・7.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

129 ガス （使用開始）法人番号 数値 半角数字 契約（予定）者が使用開始を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

130 ガス （使用開始）訪問希望時間帯 コード

0.  00:00/01:00             13.  13:00/14:00
1.  01:00/02:00　           14.  14:00/15:00
2.  02:00/03:00             15.  15:00/16:00
3.  03:00/04:00　           16.  16:00/17:00
4.  04:00/05:00　           17.  17:00/18:00
5.  05:00/06:00             18.  18:00/19:00
6.  06:00/07:00             19.  19:00/20:00
7.  07:00/08:00　           20.  20:00/21:00
8.  08:00/09:00             21.  21:00/22:00
9.  09:00/10:00             22.  22:00/23:00
10. 10:00/11:00            23.  23:00/24:00
11. 11:00/12:00            99.  不明・未定
12. 12:00/13:00

契約（予定）者が希望する使用開始時の作業員の訪問可能時間帯を確認し、コードで記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

9,10,11

複数のコードを記載する場合は「,」（カンマ）で区切る。

例）9時～12時を表す場合
　コード表記：「9,10,11」

・受け手事業者ごとに受付可能な時間帯を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
・訪問希望日は、新住所でのサービス使用開始日とする。

131 ガス （使用開始）訪問時の事前連絡の要否 コード 1.要　2.不要 使用開始時の作業員が訪問する前、立会者への事前連絡を希望有無について記載 1

132 ガス （使用開始）お持ち込みガス器具の有無 コード 1.あり　2.なし お持ち込みのガス器具の有無を記載 1

133 ガス （使用開始）立会者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、姓を記載 引越

134 ガス （使用開始）立会者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、名を記載 花子

135 ガス （使用開始）立会者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ

136 ガス （使用開始）立会者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 ハナコ

137 ガス （使用開始）契約（予定）者と立会い者との関係 コード 1．本人 2．家族　3.大家・管理人　4．その他 契約（予定）者と立会い者との関係を記載 1 4.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

138 ガス （使用開始）立会者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
立会者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

（03）9999-9999
引越しポータル事業者は次のような文言を引越しポータルサイトで表記する。
（引越しポータルサイト表記例）
「日中に連絡可能な電話番号を入力してください。」



No 区分 データ項目 形式 属性情報 項目説明 サンプル値 備考

139 ガス （使用開始）立会者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所 7.その他

立会者の電話番号の区分をコードで記載 1 7.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨。

140 ガス （使用開始）支払方法 コード 1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード 契約（予定）者が希望する使用開始時の料金の支払方法を確認し、コードで記載 1
・受け手事業者ごとに受付可能な支払方法を、引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表
示
・選択肢に「4．電子決済」を加える。

141 ガス （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカード番号を記載 9999999999999999

142 ガス （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードの有効期限を記載 0321

143 ガス （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコード 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードのセキュリティコードを記載 123

144 ガス （使用開始）供給条件の説明及び契約締結前交付書面への同意 コード 1．同意あり

契約（予定）者が使用開始の契約を希望する事業者の、料金その他供給条件の説明、及び契約内容に関す
る契約締結前の同意について状況を確認し、コードで記載
（供給条件の説明：ガス事業法第14条第1項及び施行規則第13条第1項）
（契約締結前書面：ガス事業法第14条第2項）

1
媒介事業者として引越しポータルサイト上で受け手事業者の手続を完結する場合、引越しポータル
事業者は、契約締結前に、契約（予定）者に対して、受け手事業者の供給条件の説明及び契約締
結前交付書面について、引越しポータルサイトに表示し承諾を得る必要がある。

145 水道 （使用中止）法人番号 数値 半角数字 契約者が使用中止を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

146 水道 （使用中止）精算分料金の精算方法 コード
1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード　4．現地精
算

契約者が希望する使用中止時の精算分料金の精算方法を確認し、コードで記載 1

・受け手事業者ごとに受付可能な精算方法を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
する
・口座振替・クレジットカードは、現在同手段でお支払いしている方のみ対象とする場合は、引越し
ポータル事業者は次のような文言を引越しポータルサイトに表記する
（引越しポータルサイト表記例）
「口座振替・クレジットカードは、現在口座振替・クレジットカードでお支払いいただいている方のみ選
択いただけます。」
・選択肢に「5．納付書払い」を加える。

147 水道 （使用中止）訪問希望時間帯 コード

0.  00:00/01:00             13.  13:00/14:00
1.  01:00/02:00　           14.  14:00/15:00
2.  02:00/03:00             15.  15:00/16:00
3.  03:00/04:00　           16.  16:00/17:00
4.  04:00/05:00　           17.  17:00/18:00
5.  05:00/06:00             18.  18:00/19:00
6.  06:00/07:00             19.  19:00/20:00
7.  07:00/08:00　           20.  20:00/21:00
8.  08:00/09:00             21.  21:00/22:00
9.  09:00/10:00             22.  22:00/23:00
10. 10:00/11:00            23.  23:00/24:00
11. 11:00/12:00            99.  不明・未定
12. 12:00/13:00

契約者が希望する使用中止時の作業員の訪問可能時間帯を確認し、コードで記載 9,10,11

複数のコードを記載する場合は「,」（カンマ）で区切る。

例）9時～12時を表す場合
　コード表記：「9,10,11」

・受け手事業者ごとに受付可能な時間帯を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
・訪問希望日は、旧住所でのサービス使用停止日とする。

148 水道 （使用中止）立会者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、姓を記載 引越 （水道）（使用中止）精算分料金の精算方法が「4．現地精算」の場合、同データ項目を取得する

149 水道 （使用中止）立会者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 立会者の氏名のうち、名を記載 花子 （水道）（使用中止）精算分料金の精算方法が「4．現地精算」の場合、同データ項目を取得する

150 水道 （使用中止）立会者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、姓のヨミガナを記載 ヒッコシ （水道）（使用中止）精算分料金の精算方法が「4．現地精算」の場合、同データ項目を取得する

151 水道 （使用中止）立会者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 立会者の氏名のうち、名のヨミガナを記載 ハナコ （水道）（使用中止）精算分料金の精算方法が「4．現地精算」の場合、同データ項目を取得する

152 水道 （使用中止）立会者の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」
立会者の電話番号を記載
形式は行政基本情報データ連携モデルに準拠

（03）9999-9999

・（水道）（使用中止）精算分料金の精算方法が「4．現地精算」の場合、同データ項目を取得する
・引越しポータル事業者は次のような文言を引越しポータルサイトで表記する。
（引越しポータルサイトでの表記例）
「日中に連絡可能な電話番号を入力してください。」

153 水道 （使用停止）立会者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所 7.その他

立会者の電話番号の区分をコードで記載 1
・（水道）（使用停止）において、立会いが必要な場合、同項目の情報を取得
・7.その他を選択した場合、テキスト欄で自由記述が可能なユーザーインターフェースを推奨

154 水道 （使用開始）法人番号 数値 半角数字 契約（予定）者が使用開始を希望する企業の法人番号を記載 1234567890123

155 水道 （使用開始）支払方法 コード
1．口座振替　2．振込用紙　3．クレジットカード　4．納付書
払い

契約（予定）者が希望する使用開始時の支払方法を確認し、コードで記載 1
・受け手事業者ごとに受付可能な支払方法を引越しポータル事業者は引越しポータルサイトに表示
・選択肢に「4．納付書払い」を加える。

156 水道 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカード番号を記載 9999999999999999

157 水道 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードの有効期限を記載 0321

158 水道 （使用開始）クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコード 数値 半角数字 契約（予定）者が支払方法でクレジットカード払いを希望する場合、クレジットカードのセキュリティコードを記載 123

159 水道 （使用停止）水せん番号CD（水道コード） 数値 半角数字 契約者が使用停止を希望する水せん番号CD（水道コード）を記載 1234567890123

160 水道 （使用開始）ご利用世帯の人数 数値 半角数字　1～2桁の整数 1

161 水道 （使用開始）請求書又は領収書等の送付先の種別 コード 1. 携帯 2. 勤務地 3. 自宅 1

162 水道 （使用停止）ご利用世帯の人数 数値 半角数字　1～2桁の整数 1 使用停止、使用開始ともに必要

163 水道 （使用停止）請求書又は領収書等の送付先の種別 コード 1. 携帯 2. 勤務地 3. 自宅 1 使用停止、使用開始ともに必要

164 水道 （使用停止）使用停止理由 コード 1.転居　2.建替/解体　3.一定期間不使用 使用停止の理由を記載 1

165 運送 （住所変更）郵便局への転居届提出有無 コード 1．あり　2．なし 郵便局への転居届提出有無を記載

166 郵便 （転居届）届出年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 届出年月日を記載

167 郵便 （転居届）転送開始希望日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 転送開始希望日を記載

168 郵便 （転居届）転居者の旧住所（郵便番号） 数値 半角数字　「0000000」 転居者の旧住所（郵便番号）を記載

169 郵便 （転居届）転居者の旧住所（都道府県コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「00」 転居者の旧住所（都道府県コード）を記載

170 郵便 （転居届）転居者の旧住所（市区町村コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の旧住所（市区町村コード）　を記載

171 郵便 （転居届）転居者の旧住所（町・大字コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の旧住所（町・大字コード）　を記載

172 郵便 （転居届）転居者の旧住所（小字・丁目コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の旧住所（小字・丁目コード）　を記載

173 郵便 （転居届）転居者の旧住所（番地） 文字列 全角数字 転居者の旧住所（番地）を記載

174 郵便 （転居届）転居者の旧住所（号） 文字列 全角数字 転居者の旧住所（号）を記載

175 郵便 （転居届）転居者の旧住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の旧住所（建物名）を記載

176 郵便 （転居届）転居者の旧住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の旧住所（棟）を記載

177 郵便 （転居届）転居者の旧住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の旧住所（部屋番号）を記載

178 郵便 （転居届）転居者の旧住所の気付（様方） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の旧住所の気付（様方）を記載

179 郵便 （転居届）転居者の旧住所の電話番号 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の旧住所の電話番号を記載

180 郵便 （転居届）転居者の新住所（郵便番号） 数値 半角数字　「0000000」 転居者の新住所（郵便番号）を記載

181 郵便 （転居届）転居者の新住所（都道府県コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「00」 転居者の新住所（都道府県コード）を記載

182 郵便 （転居届）転居者の新住所（市区町村コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の新住所（市区町村コード）　を記載

183 郵便 （転居届）転居者の新住所（町・大字コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の新住所（町・大字コード）　を記載

184 郵便 （転居届）転居者の新住所（小字・丁目コード）　※国土地理協会の住所コード 数値 半角数字　「000」 転居者の新住所（小字・丁目コード）を記載

185 郵便 （転居届）転居者の新住所（番地） 文字列 全角数字 転居者の新住所（番地）を記載

186 郵便 （転居届）転居者の新住所（号） 文字列 全角数字 転居者の新住所（号）を記載

187 郵便 （転居届）転居者の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の新住所（建物名）を記載

188 郵便 （転居届）転居者の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の新住所（棟）を記載

189 郵便 （転居届）転居者の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の新住所（部屋番号）を記載

190 郵便 （転居届）転居者の新住所の気付（様方） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の新住所の気付（様方）を記載

191 郵便 （転居届）転居者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名（姓）を記載

192 郵便 （転居届）転居者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名（名）を記載

193 郵便 （転居届）転居者の氏名フリガナ（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名フリガナ（姓）を記載

194 郵便 （転居届）転居者の氏名フリガナ（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名フリガナ（名）を記載

195 郵便 （転居届）転居者の氏名（旧姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名（旧姓）を記載

196 郵便 （転居届）転居者の氏名（旧姓）フリガナ 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 転居者の氏名（旧姓）フリガナを記載

197 郵便 （転居届）転居者以外で引き続き旧住所にお住まい内なる方の有無 コード 1．いません　2．います 転居者以外で引き続き旧住所にお住まい内なる方の有無を記載

198 郵便 （転居届）転居者以外で引き続き旧住所にお住まい内なる方の人数 文字列 全角数字 転居者以外で引き続き旧住所にお住まい内なる方の人数を記載

199 郵便 （転居届）事業所名 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 事業所名を記載

200 郵便 （転居届）旧事業所名 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 旧事業所名を記載

201 郵便 （転居届）転居者との続柄 コード 1．本人、2．家族、3．同居者、4．従業員等 転居者との続柄を記載

202 郵便 （転居届）弊社からの案内送付希望の有無 コード 1．希望する　2．希望しない 弊社からの案内送付希望の有無を記載

203 NHK （新規）テレビ設置月（新規契約時） 数値 半角数字 テレビ設置月を記載

204 NHK （新規）契約種別（新規契約時） コード 1．衛星契約　2．地上契約 契約種別を記載

205 NHK （新規）衛星契約の種類（新規契約時） コード
1．パラボラアンテナ　　2．ケーブルテレビ
3．マンション共同受信　4．その他

衛星契約の種類を記載

206 NHK （新規）手続き方法 コード 1．インターネット手続き　2．郵送手続き 手続き方法を記載

207 NHK （新規）初回分支払方法 コード
1．クレジットカード一時払でお支払　2．ペイジーでお支払
3．初回分と2回目の分をまとめてお支払

初回分支払方法を記載

208 NHK （新規）支払方法② コード
1．口座振替　2．クレジットカードでのお支払　3．振込用紙
でのお支払

２回目以降の支払方法を記載

209 NHK （新規）「口座振替への変更のお手続き」についての同意 コード 1．同意あり 「口座振替への変更のお手続き」についての同意について確認を行う

210 NHK （新規）クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号 数値 半角数字(16桁) クレジットカード払いを選択した場合、クレジットカード番号を記載

211 NHK （新規）クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限 数値 半角数字 クレジットカード払いを選択した場合、クレジットカード有効期限を記載

212 NHK （新規）クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコード 数値 半角数字（3桁） クレジットカード払いを選択した場合、クレジットカードのセキュリティコードを記載

213 NHK （新規）「クレジットカード一時払へのお手続き」についての同意 コード 1．同意あり クレジットカード払いを選択した場合、「クレジットカード一時払へのお手続き」についての同意を取得する

214 NHK （新規）「クレジットカード継続払への変更のお手続き」についての同意 コード 1．同意あり
クレジットカード払いを選択した場合、「クレジットカード継続払への変更のお手続き」についての同意を取得す
る

215 NHK （住所変更）転居（予定）日 数値 半角数字 転居（予定）日を記載

216 NHK （住所変更）支払方法① コード
1．既存のまま　2．口座振替　3．クレジットカードでのお支
払　4．振込用紙でのお支払

支払方法を記載



No 区分 データ項目 形式 属性情報 項目説明 サンプル値 備考

217 NHK （住所変更）支払コース コード 1．2か月　2．6か月前払　3．12か月前払 支払コースを記載

218 NHK （住所変更）手続き方法 コード 1．インターネット手続き　2．郵送手続き 手続き方法を記載

219 NHK （住所変更）「口座振替への変更のお手続き」についての同意 コード 1．同意あり 口座振替払いを選択した場合、「口座振替への変更のお手続き」についての同意を取得する

220 NHK （住所変更）クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号 数値 半角数字(16桁) クレジットカード払いにおけるクレジットカード番号を記載

221 NHK （住所変更）クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限 数値 半角数字 クレジットカード払いにおけるクレジットカード有効期限を記載

222 NHK （住所変更）クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコード 数値 半角数字（3桁） クレジットカード払いにおけるクレジットカードのセキュリティコードを記載

223 NHK （住所変更）「クレジットカード一時払へのお手続き」についての同意 コード 1．同意あり クレジットカード払いを選択した場合、「クレジットカード一時払へのお手続き」についての同意を取得する

224 NHK （住所変更）「クレジットカード継続払への変更のお手続き」についての同意 コード 1．同意あり
クレジットカード払いを選択した場合、「クレジットカード継続払への変更のお手続き」についての同意を取得す
る

226 証券 契約者の部店コード 数値 半角英数字3～4桁 契約者の部店コードを記載 123

227 証券 契約者の口座番号 数値 半角数字6～11桁 契約者の口座番号を記載 123456789

228 証券 世帯主と契約者の関係 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 世帯主と契約者の関係を記載 本人

229 証券 契約者の勤務先 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約者の勤務先を記載 ○○商事株式会社

230 証券 契約者の本人確認書類の種類 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約者の本人確認書類の種類を記載 運転免許証

231 証券 契約者の本人確認書類の有効期限 数値 半角英数字記号（YYYY/MM/DD） 契約者の本人確認書類の有効期限を記載 2022/03/31

232 生保 保険証券番号 文字列
各社で英数・数字の相違あり
桁数については、前ゼロ、右詰め・左詰め等を定める

保険証券番号を記載 L123456789

233 生保 契約者と同時に引越する者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約者と同時に引越する者がいる場合、その者の氏名（姓）を記載 山田
同時に引越する家族等のうち保険関係者の有無と、データ構成
（既存サービスでは想定していない項目＝今後どう整理するのか課題）

234 生保 契約者と同時に引越する者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 契約者と同時に引越する者がいる場合、その者の氏名（名）を記載 花子
同時に引越する家族等のうち保険関係者の有無と、データ構成
（既存サービスでは想定していない項目＝今後どう整理するのか課題）

235 生保 住所を変更する保険関係者 コード
1．契約者本人、2.被保険者、3.死亡保険金受取人、4.満期
保険金受取人、5.年金受取人

住所を変更する保険関係者について記載 1．契約者本人 複数選択可

236 生保 被保険者の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 被保険者の氏名（姓）を記載 鈴木 ※契約者≠被保険者の場合に使用

237 生保 被保険者の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 被保険者の氏名（名）を記載 一郎 ※契約者≠被保険者の場合に使用

238 生保 被保険者の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 被保険者の氏名（姓）ヨミガナを記載 スズキ ※契約者≠被保険者の場合に使用

239 生保 被保険者の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 被保険者の氏名（名）ヨミガナを記載 イチロウ ※契約者≠被保険者の場合に使用

240 生保 被保険者の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能） 被保険者の性別を記載 1．男 ※契約者≠被保険者の場合に使用

241 生保 被保険者の生年月日 数値 半角数字　YYYY/MM/DD 被保険者の生年月日を記載 1990/01/01 ※契約者≠被保険者の場合に使用

242 生保 被保険者の電話番号 数値 半角数字 被保険者の電話番号を記載 03012345678 ※契約者≠被保険者の場合に使用

243 生保 被保険者の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

被保険者の電話番号区分を記載 1．自宅 ※契約者≠被保険者の場合に使用

244 生保 被保険者のメールアドレス 数値 半角英数字記号 被保険者のメールアドレスを記載 xxxxxx@mail ※契約者≠被保険者の場合に使用

245 生保 被保険者の新住所（郵便番号） 数値 半角英数字記号　形式は「9999999」 被保険者の新住所（郵便番号）を記載 1050022 ※契約者≠被保険者の場合に使用

246 生保 被保険者の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ 被保険者の新住所（都道府県・市区町村・町名）を記載 東京都港区海岸 ※契約者≠被保険者の場合に使用

247 生保 被保険者の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 被保険者の新住所（丁目番地号）を記載 １－１６－１ ※契約者≠被保険者の場合に使用

248 生保 被保険者の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 被保険者の新住所（建物名）を記載 ●●マンション ※契約者≠被保険者の場合に使用

249 生保 被保険者の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 被保険者の新住所（棟）を記載 A棟 ※契約者≠被保険者の場合に使用

250 生保 被保険者の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 被保険者の新住所（部屋番号）を記載 １２３号室 ※契約者≠被保険者の場合に使用

251 生保 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（姓）を記載 鈴木 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

252 生保 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（名）を記載 一郎 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

253 生保 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（姓）のヨミガナを記載 スズキ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

254 生保 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 死亡保険金受取人（１人目）の氏名（名）のヨミガナを記載 イチロウ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

255 生保 死亡保険金受取人（１人目）の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能） 死亡保険金受取人（１人目）の性別を記載 1．男 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

256 生保 死亡保険金受取人（１人目）の生年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 死亡保険金受取人（１人目）の生年月日を記載 1990/01/01 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

257 生保 死亡保険金受取人（１人目）の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」 死亡保険金受取人（１人目）の電話番号を記載 03012345678 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

258 生保 死亡保険金受取人（１人目）の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

死亡保険金受取人（１人目）の電話番号区分を記載 1．自宅 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

259 生保 死亡保険金受取人（１人目）のメールアドレス 数値 半角英数字記号 死亡保険金受取人（１人目）のメールアドレスを記載 xxxxxx@mail ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

260 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（郵便番号） 数値 半角英数字記号　形式は「9999999」 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（郵便番号）を記載 1050022 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

261 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（都道府県・市区町村・町名）を記載 東京都港区海岸 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

262 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（丁目番地号）を記載 １－１６－１ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

263 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（建物名）を記載 ●●マンション ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

264 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（棟）を記載 A棟 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

265 生保 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 死亡保険金受取人（１人目）の新住所（部屋番号）を記載 １２３号室 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

266 生保 満期保険金受取人の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 満期保険金受取人の氏名（姓）を記載 鈴木 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

267 生保 満期保険金受取人の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 満期保険金受取人の氏名（名）を記載 一郎 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

268 生保 満期保険金受取人の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 満期保険金受取人の氏名（姓）のヨミガナを記載 スズキ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

269 生保 満期保険金受取人の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ 満期保険金受取人の氏名（名）のヨミガナを記載 イチロウ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

270 生保 満期保険金受取人の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能） 満期保険金受取人の性別を記載 1．男 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

271 生保 満期保険金受取人の生年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 満期保険金受取人の生年月日を記載 1990/01/01 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

272 生保 満期保険金受取人の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」 満期保険金受取人の電話番号を記載 03012345678 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

273 生保 満期保険金受取人の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

満期保険金受取人の電話番号区分を記載 1．自宅 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

274 生保 満期保険金受取人のメールアドレス 文字列 半角英数字記号 満期保険金受取人のメールアドレスを記載 xxxxxx@mail ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

275 生保 満期保険金受取人の新住所（郵便番号） 文字列 半角英数字記号　形式は「9999999」 満期保険金受取人の新住所（郵便番号）を記載 1050022 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

276 生保 満期保険金受取人の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ 満期保険金受取人の新住所（都道府県・市区町村・町名）を記載 東京都港区海岸 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

277 生保 満期保険金受取人の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 満期保険金受取人の新住所（丁目番地号）を記載 １－１６－１ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

278 生保 満期保険金受取人の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 満期保険金受取人の新住所（建物名）を記載 ●●マンション ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

279 生保 満期保険金受取人の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 満期保険金受取人の新住所（棟）を記載 A棟 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

280 生保 満期保険金受取人の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 満期保険金受取人の新住所（部屋番号）を記載 １２３号室 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

281 生保 がん給付金受取人の氏名（姓） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 がん給付金受取人の氏名（姓）を記載 鈴木 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

282 生保 がん給付金受取人の氏名（名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 がん給付金受取人の氏名（名）を記載 一郎 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

283 生保 がん給付金受取人の氏名（姓）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ がん給付金受取人の氏名（姓）のヨミガナを記載 スズキ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

284 生保 がん給付金受取人の氏名（名）のヨミガナ 文字列 全角カタカナ がん給付金受取人の氏名（名）のヨミガナを記載 イチロウ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

285 生保 がん給付金受取人の性別 コード 0．不明　1．男性　2．女性　9．その他（適用不能） がん給付金受取人の性別を記載 1．男 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

286 生保 がん給付金受取人の生年月日 数値 半角英数字記号　「YYYY-MM-DD」 がん給付金受取人の生年月日を記載 1990/01/01 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

287 生保 がん給付金受取人の電話番号 数値 半角英数字記号　「（03）9999-9999」 がん給付金受取人の電話番号を記載 03012345678 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

288 生保 がん給付金受取人の電話番号区分 コード
1．自宅 2．携帯　3.家族・親族　4．配偶者
5．家主・管理人　6．事務所

がん給付金受取人の電話番号区分を記載 1．自宅 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

289 生保 がん給付金受取人のメールアドレス 文字列 半角英数字記号 がん給付金受取人のメールアドレスを記載 xxxxxx@mail ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

290 生保 がん給付金受取人の新住所（郵便番号） 文字列 半角英数字記号　形式は「9999999」 がん給付金受取人の新住所（郵便番号）を記載 1050022 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

291 生保 がん給付金受取人の新住所（都道府県・市区町村・町名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ がん給付金受取人の新住所（都道府県・市区町村・町名）を記載 東京都港区海岸 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

292 生保 がん給付金受取人の新住所（丁目番地号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 がん給付金受取人の新住所（丁目番地号）を記載 １－１６－１ ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

293 生保 がん給付金受取人の新住所（建物名） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 がん給付金受取人の新住所（建物名）を記載 ●●マンション ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

294 生保 がん給付金受取人の新住所（棟） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 がん給付金受取人の新住所（棟）を記載 A棟 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

295 生保 がん給付金受取人の新住所（部屋番号） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 がん給付金受取人の新住所（部屋番号）を記載 １２３号室 ※契約者と同居人を保険金受取人に指定した契約において、住所を一緒に変更する場合に使用

296 損保 保険会社名 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 保険会社名を記載 ○○損害保険

297 損保 【自動車保険】証券番号 数値 半角英数字記号（桁数制限無し） 自動車保険の証券番号を記載 A123456789

298 損保 【自動車保険】明細番号、枝番号 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 （明細番号がある場合、）明細番号、枝番号を記載 １，２

299 損保 【自動車保険】使用目的 コード 1．業務使用　2．通勤・通学使用　3．日常・レジャー使用 自動車の使用目的を記載 3．日常レジャー

300 損保 【自動車保険】使用地（都道府県） 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数 自動車の使用地（都道府県）を記載 埼玉県

301 損保 【火災保険】証券番号 数値 半角英数字記号（桁数制限無し） 火災保険の証券番号を記載 F123456789

302 損保 【火災保険】明細番号、枝番号 文字列 全角漢字/ひらがな/全角カタカナ/全角英数/全角数字 （明細番号がある場合、）明細番号、枝番号を記載 １，２

303 損保 【火災保険】保険の対象の所在地の変更有無 コード 1．あり　2．なし 火災保険の場合、保険の対象の所在地の変更有無を記載 1．あり


