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ワイドネットご担当者 各位 

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 

６８７４ レーク大津農業協同組合 

６８７４ 
レーク滋賀農業協同組合 
（ﾚｰｸｼｶﾞﾉｳｷﾖｳ） 

６８８３ 草津市農業協同組合 

６８８５ 栗東市農業協同組合 

６８８８ おうみ冨士農業協同組合 

６９３１ マキノ町農業協同組合 

６９３２ 今津町農業協同組合 

６９３３ 新旭町農業協同組合 

６９３５ 西びわこ農業協同組合 

※合併に伴い金融機関名が変更になります。 

２．合併日：２０２１年４月１日（木）  
 

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 

６８７４ レーク大津農業協同組合 変更なし 変更なし 変更なし 

６８８３ 草津市農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６８８５ 栗東市農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６８８８ おうみ冨士農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６９３１ マキノ町農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６９３２ 今津町農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６９３３ 新旭町農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６９３５ 西びわこ農業協同組合 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）４月振替分（契約振替日）までは、旧金融機関情報のまま処理を行います。 

 

（２）５月振替分（契約振替日）から、旧金融機関情報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、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、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。 

 

※２０２２年４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…「合併に伴う農協店舗一覧表」 

以 上 



別表1

金融機関
コード

農協名
店舗
コード

店舗名 カナ名
金融機関
コード

農協名
店舗
コード

店舗名 カナ名

6874 ﾚｰｸ大津 101 本店 ホンテン 6874 レーク滋賀 101 打出浜支店 ウチデハマ

103 瀬田支店 セタ 103 瀬田支店 セタ

105 上田上出張所 カミタナカミ 105 上田上出張所 カミタナカミ

106 東大津支店 ヒガシオオツ 106 東大津支店 ヒガシオオツ

108 南大津支店 ミナミオオツ 108 南大津支店 ミナミオオツ

113 滋賀出張所 シガ 113 滋賀出張所 シガ

114 西大津支店 ニシオオツ 114 西大津支店 ニシオオツ

117 雄琴出張所 オゴト 117 雄琴出張所 オゴト

118 仰木出張所 オオギ 118 仰木出張所 オオギ

120 堅田中央支店 カタタチュウオウ 120 堅田中央支店 カタタチュウオウ

122 伊香立出張所 イカダチ 122 伊香立出張所 イカダチ

124 志賀町支店 シガチョウ 124 志賀町支店 シガチョウ

126 小松出張所 コマツ 126 小松出張所 コマツ

6883 草津市 010 本店 ホンテン 140 本店 ホンテン

001 志津支店 シヅ 131 志津支店 シヅ

002 老上支店 オイカミ 132 老上支店 オイカミ

003 山田支店 ヤマダ 133 山田支店 ヤマダ

004 常盤支店 トキワ 134 常盤支店 トキワ

005 笠縫支店 カサヌイ 135 笠縫支店 カサヌイ

006 草津支店 クサツ 136 草津支店 クサツ

007 ｱｵﾊﾞﾅ支店 アオバナ 137 ｱｵﾊﾞﾅ支店 アオバナ

009 老上東支店 オイカミヒガシ 139 老上東支店 オイカミヒガシ

6885 栗東市 001 金勝支店 コンゼ 151 金勝支店 コンゼ

002 葉山支店 ハヤマ 152 葉山支店 ハヤマ

003 治田支店 ハルタ 153 治田支店 ハルタ

004 大宝支店 ダイホウ 154 大宝支店 ダイホウ

005 本店 ホンテン 155 栗東中央支店 リットウチュウオウ

007 出庭支店 デバ 157 出庭支店 デバ

008 小柿支店 オガキ 158 小柿支店 オガキ

6888 おうみ冨士 001 本店 ホンテン 161 吉身支店 ヨシミ

003 赤野井支店 アカノイ 162 赤野井支店 アカノイ

004 明富支店 アケトミ 163 明富支店 アケトミ

006 河西支店 カワニシ 164 河西支店 カワニシ

100 守山支店 モリヤマ 165 守山支店 モリヤマ

120 野洲支店 ヤス 166 野洲支店 ヤス

121 祇王支店 ギオウ 167 祇王支店 ギオウ

123 三上支店 ミカミ 168 三上支店 ミカミ

130 中主支店 チュウズ 169 中主支店 チュウズ

6931 マキノ町 003 本店 ホンテン 181 マキノ支店 マキノ

6932 今津町 001 本店 ホンテン 182 今津支店 イマヅ

002 東支店 ヒガシ 186 今津東支店 イマヅヒガシ

6933 新旭町 001 本所 ホンシヨ 183 新旭支店 シンアサヒ

6935 西びわこ 002 本店 ホンテン 184 安曇川支店 アドガワ

001 高島支店 タカシマ 185 高島支店 タカシマ

旧(合併前) 新(合併後)

合併に伴う農協店舗一覧表

レーク滋賀農業協同組合 合併日：令和3年4月1日（木）




