
別紙１．通知情報一覧

項番 通知分類 画面名 画面ID 通知用途 通知メッセージ内容

1 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録通知 DDACR91BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(通常および先日付)が登録された事を債権者に通知する
ために利用する。

債務者から発生記録が登録されました。発生記録内容に異議がある場合には、発
生記録の予約取消、または削除を行うことができます。

2 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録一括請求結果通知 DDACR91BZ02R
一括請求時の発生記録請求(債務者請求方式)(通常および先日付)の処理結果を債務者
に通知するために利用する。

一括請求で行った債務者発生記録が処理されました。

3
発生予約取消（債務者請求
方式）

債務者発生記録予約取消通知（債権者宛） DDACR94BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債権者に通知するために
利用する。

債務者から予約の債務者発生記録が取消されました。

4
発生予約取消（債務者請求
方式）

債務者発生記録予約取消通知（債務者宛） DDACR95BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債務者に通知するために
利用する。

債権者から予約の債務者発生記録が取消されました。

5 発生（債務者請求方式） 変更記録通知（債務者発生記録削除） DDACR96BZ01R 発生記録請求(債務者請求方式)が取消された事を債務者に通知するために利用する。 債権者から債務者発生記録が削除されました。

6 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録不可通知（予約不成立） DDACR91BZ03R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されませんでした。

7 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録通知（予約成立） DDACR91BZ04R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が登録された事を債務者、債権者に通知するた
めに利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されました。

8 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録承諾依頼通知 DDACR97BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)に対する承諾依頼を債務者に通知
するために利用する。

債権者から発生記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知日
を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場合
は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否認
の意思表示がなされたものとみなされます。ただし、予約の場合、指定日が到来す
るまでの間、予約に対する承諾または否認を行うことができます。

9 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録通知 DDACR98BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録された事を債権者に通知する
ために利用する。

債務者から承諾されたことにより、債権者発生記録が登録されました。

10 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（債務者否認） DDACR98BZ02R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録されなかった事を債権者に通
知するために利用する。

債務者から否認されたことにより、債権者発生記録が登録されませんでした。

11
発生予約取消（債権者請求
方式）

債権者発生記録予約取消通知（債務者宛） DDACR9BBZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債務者に通知するために
利用する。

債権者から予約の債権者発生記録が取消されました。

12 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録一括請求結果通知 DDACR97BZ02R
一括請求時の発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)の処理結果を債権者
に通知するために利用する。

一括請求で行った債権者発生記録が処理されました。

13 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録不可通知（予約不成立） DDACR98BZ04R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されませんでした。

14 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録通知（予約成立） DDACR98BZ05R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録された事を債務者、債権者に通知するた
めに利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されました。

15 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（予約不成立） DDACR98BZ06R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

債務者から否認されたことにより、予約の債権者発生記録が指定日に登録されませ
んでした。

16 発生（債権者請求方式）
債権者発生記録承諾依頼通知（予約指定
日通知）

DDACR97BZ03R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)に対する承諾依頼を債務者に通知するために利
用する。

予約の債権者発生記録の指定日に承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営
業日（通知日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異
議がある場合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過
した場合、否認の意思表示がなされたものとみなされます。

17 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（みなし否認） DDACR97BZ04R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録されなかった事を債務者、債
権者に通知するために利用する。

債務者が期間内に応諾されなかったことにより、債権者発生記録が登録されません
でした。

18 譲渡 譲渡記録通知 DDASG91BZ01R 譲渡記録請求(通常および先日付)が登録された事を譲受人に通知するために利用する。

譲渡人から譲渡記録が登録されました。譲渡記録内容に異議がある場合には、譲
渡記録の予約取消、または削除を行うことができます。また、保証記録が随伴してい
る場合、保証記録のみの予約取消、または削除を行うこともできます。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。

19 譲渡 譲渡記録一括請求結果通知 DDASG91BZ02R
一括請求時の譲渡記録請求(通常および先日付)の処理結果を譲渡人に通知するために
利用する。

一括請求で行った譲渡記録が処理されました。
※注意※債権情報の「保証付与の有無」に「あり」と表示されていることを確認してく
ださい。「なし」と表示されている場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。
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20 譲渡予約取消 譲渡記録予約取消通知（譲受人宛） DDASG92BZ01R 譲渡記録請求(先日付)が予約取消された事を譲受人に通知するために利用する。 譲渡人から予約の譲渡記録が取消されました。

21 譲渡予約取消 譲渡記録予約取消通知（譲渡人宛） DDASG93BZ01R 譲渡記録請求(先日付)が予約取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から予約の譲渡記録（または、保証記録のみ）が取消されました。

22 譲渡 変更記録通知（譲渡記録削除） DDASG94BZ01R
変更記録(譲渡記録取消/保証記録取消)が登録された事を譲渡人に通知するために利用
する。

譲受人から譲渡記録（または、保証記録のみ）が削除されました。

23 譲渡 譲渡記録不可通知（予約不成立） DDASG91BZ03R
譲渡記録請求(先日付)が登録されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用す
る。

予約の譲渡記録が指定日に登録されませんでした。

24 譲渡
譲渡記録不可通知（債務者発生記録予約
不成立）

DDACR92BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)の不成立により、譲渡記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されなかったことにより、譲渡記録が登録さ
れませんでした。

25 譲渡
譲渡記録不可通知（債権者発生記録予約
不成立）

DDACR99BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)の不成立により、譲渡記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されなかったことにより、譲渡記録が登録さ
れませんでした。

26 譲渡 譲渡記録通知（予約成立） DDASG91BZ04R
譲渡記録請求(先日付)が登録された事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。
または、でんさい割引に伴う譲渡記録請求(先日付)が登録された事を割引申込人に通知
するために利用する。

予約の譲渡記録が指定日に登録されました。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。

27 譲渡 譲渡記録予約取消通知（強制執行等記録） DDEXE95BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事により、譲渡記録請求(先日
付)が予約取消された事を利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されたことにより、予約の譲渡
記録が取消されました。

28 分割譲渡 分割譲渡記録通知 DDDIV91BZ01R 分割記録請求(通常および先日付)が登録された事を譲受人に通知するために利用する。

譲渡人から分割譲渡記録が登録されました。分割譲渡記録内容に異議がある場合
には、分割譲渡記録の予約取消、または削除を行うことができます。また、保証記
録が随伴している場合、保証記録のみの予約取消、または削除を行うこともできま
す。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となります。

29 分割譲渡 分割譲渡記録一括請求結果通知 DDDIV91BZ02R
一括請求時の分割記録請求(通常および先日付)の処理結果を譲渡人に通知するために
利用する。

一括請求で行った分割譲渡記録が処理されました。
※注意※債権情報の「保証付与の有無」に「あり」と表示されていることを確認してく
ださい。「なし」と表示されている場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となりま
す。

30 分割譲渡予約取消 分割譲渡記録予約取消通知（譲受人宛） DDDIV92BZ01R 分割記録請求(先日付)が予約取消された事を譲受人に通知するために利用する。 譲渡人から予約の分割譲渡記録が取消されました。

31 分割譲渡予約取消 分割譲渡記録予約取消通知（譲渡人宛） DDDIV93BZ01R 分割記録請求(先日付)が予約取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から予約の分割譲渡記録（または、保証記録のみ）が取消されました。

32 分割譲渡 変更記録通知（分割譲渡記録削除） DDDIV94BZ01R 分割記録請求が取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から分割譲渡記録（または、保証記録のみ）が削除されました。

33 分割譲渡 分割譲渡記録不可通知（予約不成立） DDDIV91BZ03R
分割記録請求(先日付)が登録されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用す
る。

予約の分割譲渡記録が指定日に登録されませんでした。

34 分割譲渡
分割記録不可通知（債務者発生記録予約
不成立）

DDACR93BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)の不成立により、分割記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されなかったため、分割譲渡記録が登録さ
れませんでした。

35 分割譲渡
分割譲渡記録不可通知（債権者発生記録
予約不成立）

DDACR9ABZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)の不成立により、分割記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されなかったため、分割譲渡記録が登録さ
れませんでした。

36 分割譲渡 分割譲渡記録通知（予約成立） DDDIV91BZ04R
分割記録請求(先日付)が登録された事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。
または、でんさい割引に伴う分割記録請求(先日付)が登録された事を割引申込人に通知
するために利用する。

予約の分割譲渡記録が指定日に登録されました。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となります。

37 分割譲渡
分割譲渡記録予約取消通知（強制執行等
記録）

DDEXE96BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事により、分割記録請求(先日
付)が予約取消された事を利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されたことにより、予約の分割
譲渡記録が取消されました。

38 保証 保証記録承諾依頼通知 DDGRN91BZ01R 保証記録請求に対する承諾依頼を保証人に通知するために利用する。

債権者から保証記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知日
を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場合
は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否認
の意思表示がなされたものとみなされます。
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39 保証 保証記録通知 DDGRN92BZ01R 保証記録請求が登録された事を債権者に通知するために利用する。 保証人から承諾されたことにより、保証記録が登録されました。

40 保証 保証記録非登録通知（保証人否認） DDGRN92BZ02R 保証記録請求が登録されなかった事を債権者に通知するために利用する。 保証人から否認されたことにより、保証記録が登録されませんでした。

41 保証 保証記録非登録通知（みなし否認） DDGRN91BZ02R 保証記録請求が登録されなかった事を保証人、債権者に通知するために利用する。 保証人が期間内に応諾されなかったことにより、保証記録が登録されませんでした。

42 変更 変更記録承諾依頼通知 DDALT91BZ01R 変更記録請求に対する承諾依頼を利害関係人に通知するために利用する。

変更記録請求者から変更記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業
日（通知日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議
がある場合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過し
た場合、否認の意思表示がなされたものとみなされます。

43 変更 変更記録通知 DDALT92BZ01R 変更記録請求が登録された事を変更記録請求者に通知するために利用する。 利害関係人から承諾されたことにより、変更記録が登録されました。

44 変更 変更記録非登録通知（利害関係人否認） DDALT92BZ01R 変更記録請求が登録されなかった事を変更記録請求者に通知するために利用する。 利害関係人から承諾されたことにより、変更記録が登録されました。

45 変更 変更記録非登録通知（みなし否認） DDALT91BZ02R
変更記録請求が登録されなかった事を変更記録請求者、利害関係人に通知するために
利用する。

利害関係人が期間内に応諾されなかったことにより、変更記録が登録されませんで
した。

46 支払等（債権者請求方式） 債権者支払等記録通知 DDPAY91BZ01R
支払等記録請求が登録された事を支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三
者の場合のみ)に通知するために利用する。

債権者から支払等記録が登録されました。

47 支払等（支払者請求方式） 支払者支払等記録承諾依頼通知 DDPAY91BZ02R 支払等記録請求に対する承諾依頼を被支払者に通知するために利用する。

支払者から支払等記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知
日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場
合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否
認の意思表示がなされたものとみなされます。

48 支払等（支払者請求方式） 支払者支払等記録通知 DDPAY91BZ04R
支払等記録請求が登録された事を支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三
者の場合のみ)に通知するために利用する。

債権者から承諾されたことにより、支払等記録が登録されました。

49 支払等（支払者請求方式）
支払者支払等記録非登録通知（債権者否
認）

DDPAY91BZ05R 支払等記録請求が登録されなかった事を支払者に通知するために利用する。 債権者から否認されたことにより、支払等記録が登録されませんでした。

50 支払等（支払者請求方式）
支払者支払等記録非登録通知（みなし否
認）

DDPAY91BZ03R 支払等記録請求が登録されなかった事を支払者、被支払者に通知するために利用する。
債権者が期間内に応諾されなかったことにより、支払等記録が登録されませんでし
た。

51 決済 支払等記録通知（記録機関） DDSTL95BZ01R
支払等記録の結果を被支払者、支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三者
の場合のみ)に通知するために利用する。

支払等記録が登録されました。

52 決済 支払等記録不可通知（記録機関） DDSTL96BZ01R 支払等記録請求が登録されなかった事を被支払者、支払者に通知するために利用する。 支払等記録が登録されませんでした。

53 決済 決済情報通知 DDSTL91BZ02R 決済日の２営業日前に債務者へ決済（支払い）到来を通知するために利用する。

でんさいの決済（支払い）のお知らせ。
支払期日になると、自動的に債務者の口座から資金を引落し、債権者の口座へ払
込みが行われます。債務者のお客様は、でんさいの決済に間に合うよう、決済口座
に資金をご準備ください。当行では、原則、前銀行営業日にご準備いただくこととして
おります。

54 決済 支払等記録成立通知 DDSTL97BZ01R 決済日の２営業日後の翌日に、債務者と債権者へ決済完了を通知するために利用する。
でんさいの決済完了のお知らせ。
口座間送金決済により支払等記録が記録されましたので内容をご確認ください。

55 強制執行等 強制執行等記録通知 DDEXE91BZ01R 強制執行等が登録された事を利害関係人に通知するために利用する。 強制執行等が登録されました。

56 強制執行等 強制執行等記録削除通知 DDEXE92BZ01R 強制執行等の取下が登録された事を利害関係人に通知するために利用する。 強制執行等の取下が登録されました。

57 強制執行等 強制執行等記録一部取消通知 DDEXE93BZ01R
強制執行等記録の一部取消(差押金額の一部取消)が登録された事を利害関係人に通知
するために利用する。

強制執行等記録の一部取消(差押金額の一部取消)が登録されました。
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58 強制執行等 変更記録通知（強制執行等記録） DDEXE94BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事または強制執行等の記録(電
子記録債権譲渡命令等)時に非利用者であった債権者が利用者登録された事を差押債権
者、利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されました。または、強制執行
等の記録時に非利用者であった債権者が利用者登録されました。

59 強制執行等 支払等記録通知（強制執行等記録） DDEXE97BZ01R
支払等記録請求が登録された事を支払等記録請求者、利害関係人に通知するために利
用する。

支払等記録請求で登録されました。

60 記録の訂正・回復 訂正・回復結果通知（記録機関請求） DDCRC91BZ01R
記録機関の請求により訂正・回復を実施した旨を、債権者、債務者に通知するために利用
する。

記録機関により訂正・回復が実施されました。

61 記録の訂正・回復 訂正・回復結果通知 DDCRC92BZ01R の請求により訂正・回復を実施した旨を、債権者、債務者に通知するために利用する。 訂正・回復が実施されました。

62 利用者 相続時利用停止通知 DDUSR91BZ03R 被相続人、利害関係人に相続時利用停止の結果を通知するために利用する。 相続時利用停止が行われました。

63 利用者 相続時利用停止解除通知 DDUSR91BZ04R 被相続人、利害関係人に相続時利用停止解除の結果を通知するために利用する。 相続時利用停止解除が行われました。

64 利用者 相続時利用停止通知（記録機関） DDUSR91BZ09R
記録機関において登録された相続時利用停止の結果を被相続人、利害関係人に通知す
るために利用する。

相続時利用停止が行われました。

65 利用者 相続時利用停止解除通知（記録機関） DDUSR91BZ10R
記録機関において登録された相続時利用停止解除の結果を被相続人、利害関係人に通
知するために利用する。

相続時利用停止解除が行われました。

66 利用者 相続時利用継続通知 DDUSR92BZ01R

記録機関において登録された相続時利用継続の結果を、相続人/被相続人、利害関係人
に通知するために利用する。
金融機関相続人/被相続人において請求された相続時利用継続の結果を、利害関係人に
通知するために利用する。

相続時利用継続が行われました。

67 利用者 承継通知 DDUSR92BZ02R

記録機関において登録された承継の結果を、承継元/承継先、利害関係人に通知するた
めに利用する。
金融機関承継元/承継先において請求された承諾の結果を、利害関係人に通知するため
に利用する。

承継が行われました。

68 利用者 名義変更通知 DDUSR92BZ03R

記録機関において登録された名義変更の結果を、承継元/承継先、利害関係人に通知す
るために利用する。
金融機関承継元/承継先において請求された名義変更の結果を、利害関係人に通知する
ために利用する。

名義変更が行われました。

69 その他 相続時利用継続通知（先日付反映） DDCMN94BZ01R 相続人/被相続人、利害関係人に相続時利用継続の結果を通知するために利用する。 相続時利用継続が行われました。

70 その他 承継通知（先日付反映） DDCMN95BZ01R 承継元/承継先、利害関係人に承継の結果を通知するために利用する。 承継が行われました。

71 その他 名義変更通知（先日付反映） DDCMN96BZ01R 承継元/承継先、利害関係人に承継の結果を通知するために利用する。 名義変更が行われました。
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