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三菱ＵＦＪファクター株式会社 

（ワイドネット）

金融機関合併に係る取扱いについて 

 日頃は、弊社の代金回収システム「ワイドネット」をご利用戴きまして、誠にありがとう 

ございます。 

さて、下記提携金融機関の合併につきましてご案内申し上げます。 

記 

１．合併金融機関 

合併前（旧） 合併後（新） 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 金融機関名 

１４４４ 北陸信用金庫 
１４４４ 

はくさん信用金庫

（ﾊｸｻﾝｼﾝｷﾝ）１４４５ 鶴来信用金庫 

※合併に伴い金融機関名が変更になります。

２．合併日：２０２０年９月７日（月） 

３．変更内容 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 店舗番号 口座番号 

１４４４ 北陸信用金庫 変更なし 変更なし 変更なし 

１４４５ 鶴来信用金庫 変 更 有 変 更 有 変更なし 

※金融機関の都合による変更の為、既に提出済の預金口座振替依頼書は再提出不要です。

４．請求データの取扱い 

（１）９月振替分（契約振替日）までは、旧金融機関番号のまま処理を行います。

（２）１０月振替分（契約振替日）から、旧金融機関番号でお持込されたデータは、弊社で

新金融機関番号（名）、新店舗番号（名）への置換え処理を行います。

① 置換え対象データは、別途『金融機関番号置き換えリスト』でお知らせ致します。

・『金融機関番号置き換えリスト』は、対象の請求データがある委託者様に送付

致します。

・Ｗｅｂ掲載の委託者様は、 新作成日から過去３ヶ月間について表示します。

②弊社からの振替結果の返却データは、置換え後の新番号に直してご返却致します。

（３）（２）の翌月振替分から、すべて新金融機関番号（名）、新店舗番号（名）に 

変更の上ご提出ください。 

※２０２１年９月振替分（契約振替日）で置換え処理は終了となります。

翌振替分から、旧金融機関番号のデータはエラー扱いとなり、請求できなくなります

ので、必ず置換え処理期間内に請求データを変更してください。

別紙…「北陸信用金庫、鶴来信用金庫 新旧店舗名コード一覧表」 

以 上 



 

 別紙１  

北陸信用金庫、鶴来信用金庫 新旧店舗名コード一覧表 

網掛け部が変更となる部分 
 

合   併   前 合   併   後 

金 庫 名 
店舗 

コード 
店 舗 名 金 庫 名 

店舗 

コード 
店 舗 名 カナ店舗名 所 在 地 電話番号 

 ００１ 本店営業部  ００１ 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 石川県金沢市玉川町 11-18 076-233-1181 

 ００３ 野々市支店  ００３ 野々市支店 ﾉﾉｲﾁ 石川県野々市市本町 3-7-9 076-248-0321 

 ００４ 松任支店  ００４ 松任支店 ﾏﾂﾄｳ 石川県白山市東新町 4 076-275-1234 

 ００５ 美川支店  ００５ 美川支店 ﾐｶﾜ 石川県白山市美川神幸町ｿ 336-1 076-278-2350 

北陸信用金庫 ００６ 小松中央支店  ００６ 小松中央支店 ｺﾏﾂﾁﾕｳｵｳ 石川県小松市西町 123-1 0761-22-7251 

金融機関コード ００８ 大川町支店  ００８ 大川町支店 ｵｵｶﾜﾏﾁ 石川県小松市松任町 3 0761-22-4126 

（１４４４） ００９ 粟津駅前支店  ００９ 粟津駅前支店 ｱﾜﾂﾞｴｷﾏｴ 石川県小松市符津町ｳ 76-5 0761-44-2538 

 ０１２ 鳴和支店  ０１２ 鳴和支店 ﾅﾙﾜ 石川県金沢市鳴和 1-14-27 076-252-5222 

 ０１６ 新神田支店  ０１６ 新神田支店 ｼﾝｶﾝﾀﾞ 石川県金沢市大豆田本町ﾛ 38 076-291-5678 

 ０１８ 千代野支店  ０１８ 千代野支店 ﾁﾖﾉ 石川県白山市千代野東 5-5-1 076-276-5123 

 ０１９ 金沢西支店  ０１９ 金沢西支店 ｶﾅｻﾞﾜﾆｼ 石川県金沢市駅西本町 2-2-40 076-223-2123 

 ０２１ 小松東支店 はくさん信用金庫 ０２１ 小松東支店 ｺﾏﾂﾋｶﾞｼ 石川県小松市白江町ﾊ 23-1 0761-22-0660 

 ００１ 本店営業部 金融機関コード １０１ つるぎ営業部 ﾂﾙｷﾞ 石川県白山市鶴来本町 1-ﾜ 107-2 076-272-1212 

 ００２ 金沢支店 （１４４４） １０２ 金沢支店 ｶﾅｻﾞﾜ 石川県金沢市三社町 3-15 076-263-2581 

 ００３ 白峰支店  １０３ 白峰支店 ｼﾗﾐﾈ 石川県白山市白峰ﾛ 77-1 076-259-2111 

 ００４ 根上支店  １０４ 根上支店 ﾈｱｶﾞﾘ 石川県能美市大成町ﾁ 269 0761-55-1317 

 ００５ 寺井支店  １０５ 寺井支店 ﾃﾗｲ 石川県能美市寺井町ﾀ 198-3 0761-57-0670 

鶴来信用金庫 ００６ 辰口支店  １０６ 辰口支店 ﾀﾂﾉｸﾁ 石川県能美市三ツ屋町ﾛ 38 0761-51-3141 

金融機関コード ００８ 米丸支店  １０８ 米丸支店 ﾖﾈﾏﾙ 石川県金沢市入江 3-139 076-291-1525 

（１４４５） ００９ 野々市支店  １０９ 野々市南支店 ﾉﾉｲﾁﾐﾅﾐ 石川県野々市市新庄 4-48 076-246-4355 

 ０１０ 明光支店  １１０ 明光支店 ﾒｲｺｳ 石川県白山市明光 3-2 076-273-3333 

 ０１３ 美川支店  １１３ 美川南支店 ﾐｶﾜﾐﾅﾐ 石川県白山市湊町乙 42-3 076-278-5551 

 ０１４ 小松支店  １１４ 小松支店 ｺﾏﾂ 石川県小松市天神町 49-12 0761-22-8822 

 ０１５ 松任支店  １１５ 松任南支店 ﾏﾂﾄｳﾐﾅﾐ 石川県白山市専福寺町 154-1 076-276-1100 

 ０１６ 川北支店  １１６ 川北支店 ｶﾜｷﾀ 石川県能美郡川北町字田子島ｴ 121 076-277-2500 
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