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  ２０２２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 

６３４５ 南駿農業協同組合 

６３４５ 
富士伊豆農業協同組合 

(ﾌｼﾞｲｽﾞﾉｳｷﾖｳ) 

６３２８ 伊豆太陽農業協同組合 

６３３３ 三島函南農業協同組合 

６３３８ 伊豆の国農業協同組合 

６３４２ あいら伊豆農業協同組合 

６３５１ 御殿場農業協同組合 

６３５５ 富士市農業協同組合 

６３５７ 富士宮農業協同組合 

※合併に伴い金融機関名が変更になります。 

２．合併日：２０２２年４月１日（金）  
 

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 

６３４５ 南駿農業協同組合 変更なし 変更なし 変更なし 

６３２８ 伊豆太陽農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３３３ 三島函南農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３３８ 伊豆の国農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３４２ あいら伊豆農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３５１ 御殿場農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３５５ 富士市農業協同組合 変 更 有 変 更 有 変更なし 

６３５７ 富士宮農業協同組合 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） 金融機関側で合併後 1 年間は読替え対応を行っておりますので、旧金融機関情報で 

ご請求いただいても問題ございません。 

 

旧金融機関情報でお持込されたデータは、２０２２年９月振替分（契約振替日）まで旧金 

融機関情報のまま処理を行います。 
 

なお、「新金融機関情報への置換え機能」のシステム変更を予定しており、完了後 

（１０月）から置換え処理を開始します。 

置換え処理の日程は、改めてご案内させていただきます。 

 
 



 

（２）新金融機関情報に変更する場合は、５月から新金融機関番号（名）、新店舗番号（名）に変 

更の上ご提出ください。 
 

別紙…「合併に伴う農協店舗新旧対比表」 

以 上 



ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 店舗フリガナ（半角）

080 本店 080 本店 ﾎﾝﾃﾝ

002 静浦支店 002 静浦支店 ｼｽﾞｳﾗｼﾃﾝ

003 大平支店 003 大平支店 ｵｵﾋﾗｼﾃﾝ

004 大岡支店 004 大岡支店 ｵｵｵｶｼﾃﾝ

005 金岡支店 005 金岡支店 ｶﾅｵｶｼﾃﾝ

006 愛鷹支店 006 愛鷹支店 ｱｼﾀｶｼﾃﾝ

007 浮島支店 007 浮島支店 ｳｷｼﾏｼﾃﾝ

008 原支店 008 原支店 ﾊﾗｼﾃﾝ

014 光長寺前支店 014 光長寺前支店 ｺｳﾁﾖｳｼﾞﾏｴｼﾃﾝ

015 西浦みかん支店 015 西浦みかん支店 ﾆｼｳﾗﾐｶﾝｼﾃﾝ

017 山王通り支店 017 山王通り支店 ｻﾝﾉｳﾄﾞｵﾘｼﾃﾝ

018 沼津支店 018 沼津支店 ﾇﾏﾂﾞｼﾃﾝ

021 片浜支店 021 片浜支店 ｶﾀﾊﾏｼﾃﾝ

031 清水支店 031 清水支店 ｼﾐｽﾞｼﾃﾝ

032 徳倉支店 032 徳倉支店 ﾄｸﾗｼﾃﾝ

034 長沢支店 034 長沢支店 ﾅｶﾞｻﾜｼﾃﾝ

051 長泉支店 051 長泉支店 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐｼﾃﾝ

052 下土狩支店 052 下土狩支店 ｼﾓﾄｶﾞﾘｼﾃﾝ

054 東支店 054 ゆうすい支店 ﾕｳｽｲｼﾃﾝ

055 中土狩支店 055 中土狩支店 ﾅｶﾄｶﾞﾘｼﾃﾝ

056 納米里支店 056 納米里支店 ﾅﾒﾘｼﾃﾝ

061 富岡支店 061 すその富岡支店 ｽｿﾉﾄﾐｵｶｼﾃﾝ

062 裾野西支店 062 裾野西支店 ｽｿﾉﾆｼｼﾃﾝ

063 泉支店 063 泉支店 ｲｽﾞﾐｼﾃﾝ

064 深良支店 064 深良支店 ﾌｶﾗｼﾃﾝ

065 須山支店 065 須山支店 ｽﾔﾏｼﾃﾝ

400 本店 101 伊豆太陽地区支店 ｲｽﾞﾀｲﾖｳﾁｸｼﾃﾝ

003 稲取支店 113 稲取支店 ｲﾅﾄﾘｼﾃﾝ

004 下河津支店 114 河津桜支店 ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗｼﾃﾝ

006 熱川支店 116 熱川支店 ｱﾀｶﾞﾜｼﾃﾝ

103 下田北支店 103 下田北支店 ｼﾓﾀﾞｷﾀｼﾃﾝ

104 白浜支店 104 白浜支店 ｼﾗﾊﾏｼﾃﾝ

107 下田支店 107 下田支店 ｼﾓﾀﾞｼﾃﾝ

203 竹麻支店 123 竹麻支店 ﾁｸﾏｼﾃﾝ

205 南中支店 125 南中支店 ﾐﾅﾐﾅｶｼﾃﾝ

303 松崎支店 133 松崎支店 ﾏﾂｻﾞｷｼﾃﾝ

305 仁科支店 135 仁科支店 ﾆｼﾅｼﾃﾝ

307 宇久須支店 137 宇久須支店 ｳｸﾞｽｼﾃﾝ

合併に伴う農協店舗新旧対比表

富士伊豆農業協同組合

（合併日：令和４年４月１日）

旧（合併前） 新（合併後）

6345 南駿

6345 富士伊豆

6328 伊豆太陽

別添

1



ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 店舗フリガナ（半角）

合併に伴う農協店舗新旧対比表

富士伊豆農業協同組合

（合併日：令和４年４月１日）

旧（合併前） 新（合併後）

別添

001 本店 201 三島支店 ﾐｼﾏｼﾃﾝ

002 北上支店 202 北上支店 ｷﾀｳｴｼﾃﾝ

004 中郷支店 204 中郷支店 ﾅｶｻﾞﾄｼﾃﾝ

007 大社前支店 207 大社前支店 ﾀｲｼﾔﾏｴｼﾃﾝ

012 新谷支店 212 新谷支店 ｱﾗﾔｼﾃﾝ

021 函南支店 221 函南支店 ｶﾝﾅﾐｼﾃﾝ

023 仁田支店 223 仁田支店 ﾆﾂﾀｼﾃﾝ

001 本店 301 伊豆の国地区支店 ｲｽﾞﾉｸﾆﾁｸｼﾃﾝ

002 韮山支店 302 韮山支店 ﾆﾗﾔﾏｼﾃﾝ

005 長岡支店 305 長岡支店 ﾅｶﾞｵｶｼﾃﾝ

006 江間支店 306 江間支店 ｴﾏｼﾃﾝ

007 田中支店 307 田中支店 ﾀﾅｶｼﾃﾝ

013 南部支店 313 南部支店 ﾅﾝﾌﾞｼﾃﾝ

021 戸田支店 321 戸田支店 ﾍﾀﾞｼﾃﾝ

031 土肥支店 331 土肥支店 ﾄｲｼﾃﾝ

054 修善寺支店 354 修善寺支店 ｼﾕｾﾞﾝｼﾞｼﾃﾝ

056 狩野支店 356 狩野支店 ｶﾉｼﾃﾝ

060 八幡支店 360 八幡支店 ﾊﾂﾏｼﾃﾝ

001 本店 401 あいら伊豆地区支店 ｱｲﾗｲｽﾞﾁｸｼﾃﾝ

002 富士見支店 402 富士見支店 ﾌｼﾞﾐｼﾃﾝ

004 吉田支店 404 吉田支店 ﾖｼﾀﾞｼﾃﾝ

008 伊東支店 408 伊東支店 ｲﾄｳｼﾃﾝ

009 荻支店 409 荻支店 ｵｷﾞｼﾃﾝ

010 伊豆高原支店 410 伊豆高原支店 ｲｽﾞｺｳｹﾞﾝｼﾃﾝ

020 宇佐美支店 420 宇佐美支店 ｳｻﾐｼﾃﾝ

021 下多賀支店 421 下多賀支店 ｼﾓﾀｶﾞｼﾃﾝ

024 熱海支店 424 熱海支店 ｱﾀﾐｼﾃﾝ

001 本店 501 御殿場地区支店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｸｼﾃﾝ

002 富士岡支店 502 富士岡支店 ﾌｼﾞｵｶｼﾃﾝ

003 神山支店 503 神山支店 ｺｳﾔﾏｼﾃﾝ

004 竈支店 504 竈支店 ｶﾏﾄﾞｼﾃﾝ

005 原里支店 505 原里支店 ﾊﾗｻﾄｼﾃﾝ

006 印野支店 506 印野支店 ｲﾝﾉｼﾃﾝ

007 玉穂支店 507 玉穂支店 ﾀﾏﾎｼﾃﾝ

008 御殿場支店 508 御殿場支店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｼﾃﾝ

009 新橋支店 509 新橋支店 ﾆｲﾊｼｼﾃﾝ

010 高根支店 510 高根支店 ﾀｶﾈｼﾃﾝ

011 北郷支店 511 北郷支店 ｷﾀｺﾞｳｼﾃﾝ

012 足柄支店 512 足柄支店 ｱｼｶﾞﾗｼﾃﾝ

013 小山支店 513 小山支店 ｵﾔﾏｼﾃﾝ

014 中央支店 514 ぐみざわ支店 ｸﾞﾐｻﾞﾜｼﾃﾝ

015 須走支店 515 須走支店 ｽﾊﾞｼﾘｼﾃﾝ

016 東支店 516 はなみずき支店 ﾊﾅﾐｽﾞｷｼﾃﾝ

6333 三島函南

6345 富士伊豆

6338 伊豆の国

6342 あいら伊豆

6351 御殿場
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ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 ＪＡコード 農協名
店舗
コード

店舗名 店舗フリガナ（半角）

合併に伴う農協店舗新旧対比表

富士伊豆農業協同組合

（合併日：令和４年４月１日）

旧（合併前） 新（合併後）

別添

001 本店 601 富士中央支店 ﾌｼﾞﾁﾕｳｵｳｼﾃﾝ

002 元吉原支店 602 元吉原支店 ﾓﾄﾖｼﾜﾗｼﾃﾝ

006 須津支店 606 須津支店 ｽﾄﾞｼﾃﾝ

007 原田支店 607 原田支店 ﾊﾗﾀﾞｼﾃﾝ

008 今泉支店 608 今泉支店 ｲﾏｲｽﾞﾐｼﾃﾝ

009 北部支店 609 富士北支店 ﾌｼﾞｷﾀｼﾃﾝ

010 島田支店 610 島田支店 ｼﾏﾀﾞｼﾃﾝ

011 伝法支店 611 伝法支店 ﾃﾞﾝﾎﾞｳｼﾃﾝ

013 大渕支店 613 大渕支店 ｵｵﾌﾞﾁｼﾃﾝ

014 鷹岡支店 614 鷹岡支店 ﾀｶｵｶｼﾃﾝ

015 天間支店 615 天間支店 ﾃﾝﾏｼﾃﾝ

016 丘支店 616 丘支店 ｵｶｼﾃﾝ

017 吉永支店 617 吉永支店 ﾖｼﾅｶﾞｼﾃﾝ

021 富士支店 621 富士支店 ﾌｼﾞｼﾃﾝ

023 竪堀支店 623 竪堀支店 ﾀﾃﾎﾞﾘｼﾃﾝ

024 田子浦支店 624 田子浦支店 ﾀｺﾞｳﾗｼﾃﾝ

027 岩松支店 627 岩松支店 ｲﾜﾏﾂｼﾃﾝ

028 橋下支店 628 橋下支店 ﾊｼｼﾀｼﾃﾝ

032 富士川支店 632 富士川支店 ﾌｼﾞｶﾜｼﾃﾝ

001 本店 701 富士宮地区支店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾁｸｼﾃﾝ

002 北部支店 702 富士宮北部支店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾎｸﾌﾞｼﾃﾝ

003 大宮支店 703 大宮支店 ｵｵﾐﾔｼﾃﾝ

004 富丘支店 704 富士宮富丘支店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾄﾐｵｶｼﾃﾝ

006 北山支店 706 北山支店 ｷﾀﾔﾏｼﾃﾝ

007 白糸支店 707 白糸支店 ｼﾗｲﾄｼﾃﾝ

009 上野支店 709 上野支店 ｳｴﾉｼﾃﾝ

010 富士根支店 710 富士根支店 ﾌｼﾞﾈｼﾃﾝ

016 中央支店 716 富士宮中央支店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾁﾕｳｵｳｼﾃﾝ

018 東支店 718 富士宮東支店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾋｶﾞｼｼﾃﾝ

030 芝川支店 730 芝川支店 ｼﾊﾞｶﾜｼﾃﾝ

040 柚野支店 740 柚野支店 ﾕﾉｼﾃﾝ

6355 富士市

6345 富士伊豆

6357 富士宮
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