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 (ｵﾝ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･DVD) 

  ２０２１年４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 

                       （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 

９４６１ 千葉県信用漁業協同組合連合会 

９４６１ 
東日本信用漁業協同組合

連合会 

（ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｼﾝｷﾞﾖﾚﾝ） 

９４５１ 青森県信用漁業協同組合連合会 

９４５２ 岩手県信用漁業協同組合連合会 

９４５７ 茨城県信用漁業協同組合連合会 

９４６２ 東京都信用漁業協同組合連合会 

９４６６ 新潟県信用漁業協同組合連合会 

９４６７ 富山県信用漁業協同組合連合会 

９４６８ 石川県信用漁業協同組合連合会 

９４７０ 静岡県信用漁業協同組合連合会 

９４７２ 三重県信用漁業協同組合連合会 

９４７３ 福井県信用漁業協同組合連合会 

※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 

９４６１ 千葉県信用漁業協同組合連合会 変更なし 変更なし 変更なし 

９４５１ 青森県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 変更なし 

９４５２ 岩手県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４５７ 茨城県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４６２ 東京都信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４６６ 新潟県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４６７ 富山県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４６８ 石川県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４７０ 静岡県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 変更なし 

９４７２ 三重県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

９４７３ 福井県信用漁業協同組合連合会 変 更 有 変 更 有 一部変更有 

   ※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。 
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４．請求データの取扱い 

 

（１）４月振替分（契約振替日）までは、旧金融機関番号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。 

（青森県・静岡県の信漁連のみ対象） 

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…「東日本信漁連 店舗名（為替店舗）新旧一覧表」 

以 上 

《ご注意》 

1 頁「3．変更内容」の表に記載している口座番号「一部変更有」となっている信漁連につき

ましては、置換え処理はされません。該当の委託者様には、「預金口座振替変更（データ）

通知リスト」でご案内致しますので、必ず変更処理を行ってください。 

 



金融機関
コード 店舗コード 店舗名 読み仮名 金融機関

コード 店舗コード 店舗名 読み仮名

千葉 001 本所 ホンシヨ 001 本店 ホンテン

青森 001 本店 ホンテン 100 青森支店 アオモリシテン

001 本店 ホンテン 200 岩手支店 イワテシテン

060 広田湾支店 ヒロタワンシテン 210 広田湾支店 ヒロタワンシテン

080 大船渡支店 オオフナトシテン 220 大船渡支店 オオフナトシテン

100 綾里支店 リヨウリシテン 223 綾里支店 リヨウリシテン

160 釜石大槌支店 カマイシオオツチシテン 230 釜石大槌支店 カマイシオオツチシテン

320 宮古山田支店 ミヤコヤマダシテン 250 宮古山田支店 ミヤコヤマダシテン

330 北りあす支店 キタリアスシテン 270 北りあす支店 キタリアスシテン

410 北三陸支店 キタサンリクシテン 290 北三陸支店 キタサンリクシテン

001 本店 ホンテン 060 茨城支店 イバラキシテン

140 大津支店 オオツシテン 070 大津支店 オオツシテン

003 波崎支店 ハサキシテン 075 波崎支店 ハサキシテン

東京 001 本所 ホンシヨ 010 東京支店 トウキヨウシテン

新潟 001 本店 ホンテン 300 新潟支店 ニイガタシテン

001 本店 ホンテン 400 富山支店 トヤマシテン

080 魚津支店 ウオヅシテン 410 魚津支店 ウオヅシテン

160 氷見支店 ヒミシテン 420 氷見支店 ヒミシテン

石川 001 本店 ホンテン 500 石川支店 イシカワシテン

001 本店 ホンテン 600 福井支店 フクイシテン

060 越前支店 エチゼンシテン 610 越前支店 エチゼンシテン

170 敦賀支店 ツルガシテン 620 敦賀支店 ツルガシテン

004 若狭支店 ワカサシテン 630 若狭支店 ワカサシテン

静岡 001 本所 ホンシヨ 700 静岡支店 シズオカシテン

001 本店 ホンテン 900 三重支店 ミエシテン

004 伊勢鳥羽支店 イセトバシテン 910 伊勢鳥羽支店 イセトバシテン

009 尾鷲支店 オワセシテン 940 尾鷲支店 オワセシテン

（※１）２０２１年４月の第１陣に参加しない愛知県を除く

9461

9461

9451

岩手
9452

茨城 9457

9462

9466

富山
9467

三重
9472

東日本信漁連　店舗名（為替店舗）新旧一覧表

新名称　東日本信用漁業協同組合連合会（ヒガシ二ホンシンギヨレン）

県名
旧 新

9468

福井
9473

9470
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