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２０２０年１月

ワイドネットご担当者 各位

三菱ＵＦＪファクター株式会社 

十八銀行の店舗番号変更に伴うデータ変更に関するお願い 

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、株式会社十八銀行、株式会社親和銀行は、２０２０年１０月を目処に合併の準備を進め

ております。 

 合併に先立ちまして、下記の通り十八銀行の店舗番号を変更すると連絡がございましたので、

ご案内申し上げます。 

記 

１．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 

０１８０ 十八銀行 変更なし 一部変更有 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。

２．店舗番号変更日：２０２０年２月１７日（月） 

３．請求データの取扱い 

（１）２月振替分（契約振替日）までは、旧店舗番号のまま処理を行います。 

（２）３月振替分（契約振替日）から、旧店舗番号でお持込されたデータは、弊社で新店舗

番号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、最新作成日から過去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、新店舗番号 ※に変更の上ご提出ください。 

※「金融機関番号置き換えリスト」に基づき変更してください。また、他に当該

金融機関の口座情報がある場合も変更してください。

（４）１１月振替分（契約振替日）で置換え処理は終了となりますので、必ず置換え処理 

期間内に請求データをご変更ください。 

別紙…「店番変更店舗のみ一覧」 

以 上 



店番変更店舗のみ一覧

銀行名 支店名 カナ支店名 現店番 新店番 郵便番号 漢字住所 電話番号

十八銀行 シーボルト支店 シーボルト 076 876 〒850-8618 長崎市銅座町1番11号 (095)824-1874

十八銀行 県庁支店 ケンチヨウ 101 133 〒850-0058 長崎市尾上町3番1号 (095)822-7096

十八銀行 長崎市役所支店 ナガサキシヤクシヨ 102 134 〒850-0031 長崎市桜町2番22号 (095)823-1824

十八銀行 デジタル出島支店 デジタルデジマ 105 135 〒850-8618 長崎市銅座町1番11号 (095)827-8263

十八銀行 北支店 キタ 110 136 〒850-0057 長崎市大黒町14番5号 (095)825-1800

十八銀行 稲佐支店 イナサ 130 137 〒852-8004 長崎市丸尾町1番1号 (095)861-9181

十八銀行 稲佐中央通支店 イナサチユウオウドオリ 140 138 〒852-8008 長崎市曙町13番5号 (095)861-1036

十八銀行 大学病院前支店 ダイガクビヨウインマエ 160 159 〒852-8102 長崎市坂本1丁目5番2号 (095)845-7175

十八銀行 城山支店 シロヤマ 170 175 〒852-8034 長崎市城栄町13番10号 (095)845-6211

十八銀行 小江原出張所 コエバル 171 176 〒851-1132 長崎市小江原2丁目41番25号 (095)845-3685

十八銀行 佐世保駅前支店 サセホエキマエ 401 414 〒857-0863 佐世保市三浦町1番6号 (0956)22-7181

十八銀行 早岐支店 ハイキ 402 419 〒859-3215 佐世保市早岐1丁目2番22号 (0956)38-3218

十八銀行 佐世保俵町支店 サセホタワラマチ 403 415 〒857-0016 佐世保市俵町11番5号 (0956)22-0018

十八銀行 大塔支店 ダイトウ 411 416 〒857-1161 佐世保市大塔町1866番地1 (0956)31-1818

十八銀行 日野支店 ヒノ 412 417 〒858-0923 佐世保市日野町1874番地1 (0956)28-2418

十八銀行 佐世保市役所出張所 サセホシヤクシヨ 413 418 〒857-0028 佐世保市八幡町1番10号 (0956)22-1855

十八銀行 諫早駅前支店 イサハヤエキマエ 501 514 〒854-0071 諫早市永昌東町2番20号 (0957)23-0018

十八銀行 西大村支店 ニシオオムラ 511 515 〒856-0814 大村市松並1丁目283番地6 (0957)53-4171

十八銀行 諏訪出張所 スワ 512 516 〒856-0024 大村市諏訪2丁目520番地3 (0957)53-0118

十八銀行 小浜支店 オバマ 560 563 〒854-0514 雲仙市小浜町北本町905番地12 (0957)74-3181

十八銀行 湊支店 ミナト 601 603 〒855-0825 島原市広馬場町390番地 (0957)62-3181

十八銀行 有明支店 アリアケ 611 613 〒859-1415 島原市有明町大三東戊1349番地5 (0957)68-1118

十八銀行 深江支店 フカエ 612 614 〒859-1503 南島原市深江町丙62番地4 (0957)72-6118

十八銀行 西有家支店 ニシアリエ 621 624 〒859-2212 南島原市西有家町須川492番地1 (0957)82-1818

十八銀行 北有馬出張所 キタアリマ 641 642 〒859-2305 南島原市北有馬町戊2743番地9 (0957)84-3118

十八銀行 加津佐支店 カヅサ 660 659 〒859-2601 南島原市加津佐町己3173番地 (0957)87-2018

十八銀行 上五島支店 カミゴトウ 711 712 〒857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷1372番地17 (0959)52-3456

十八銀行 博多支店 ハカタ 801 816 〒812-0024 福岡市博多区綱場町8番27号 (092)281-1331

十八銀行 東福岡支店 ヒガシフクオカ 802 817 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目11番1号 (092)411-0018

十八銀行 西福岡支店 ニシフクオカ 803 818 〒814-0011 福岡市早良区高取1丁目1番40号 (092)843-2818

十八銀行 大野城支店 オオノジヨウ 805 833 〒816-0935 大野城市錦町2丁目3番5号 (092)574-1718

十八銀行 久留米支店 クルメ 808 834 〒830-0045 久留米市小頭町12番地12 (0942)32-1618

十八銀行 下関支店 シモノセキ 860 835 〒750-0018 下関市豊前田町２丁目7番13号 (083)223-4131

十八銀行 大阪支店 オオサカ 880 836 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目1番5号日本生命御堂筋八幡町ビル2階 (06)6213-7118

十八銀行 東京支店 トウキヨウ 890 837 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋プラザビル6階 (03)5200-0630
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