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２０２２年 １２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 

                                                        

中京銀行の店舗番号・店舗名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、愛知銀行、中京銀行は、２０２４年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、下記の通り中京銀行の店舗番号・店舗名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 店舗名 口座番号 

０５４４ 中京銀行 変更なし 一部変更有 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．請求データの取扱い 
 
（１） 金融機関の変更月を基準に２ヵ月後の振替分から、新店舗番号（名※）に変更の上ご 

提出ください。（変更スケジュールご参照） 

※口座振替は店舗番号に基づいて処理されている為、店舗名が相違していてもエラ 

ーとなることはございませんが、お客さまのご利用システム等において、適宜、 

新名称への変更をお願い致します。 
 
（２）尚、上記（１）の振替分から、旧店舗番号（名）でお持込されたデータは、弊社で新

店舗番号（名）への置換え処理を行います。 

※店舗名のみの変更分については、置換え処理が行われません。 
 

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。 

  （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。） 
 
【変更スケジュール】 

✧変更対象店舗と内容につきましては、別紙をご確認ください。 
 

・弊社からの振替結果の返却データは、置換え後の新店舗番号(名)に直してご返却致し

ます。 

（但し、事前に旧店舗番号(名)での返却をご希望された委託者様へは、旧店舗番号(名)

のままご返却致します。） 
 
※２０２４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。 

（翌振替分からは、旧店舗番号のデータではお引落しが出来ません。） 

 

別紙…「店番・店名変更一覧」 

以 上 

金融機関の店舗番号・店舗名変更日 店舗番号の置換え処理開始月 

第 1 回目： 2022 年 12 月 19 日（月） 2023 年  2 月振替分（契約振替日）より 

第 2 回目： 2022 年 12 月 26 日（月） 2023 年  2 月振替分（契約振替日）より 

第 3 回目： 2023 年  1 月 16 日（月） 店舗番号の変更なし 

第 4 回目： 2023 年  1 月 23 日（月） 2023 年  3 月振替分（契約振替日）より 

第 5 回目： 2023 年  2 月 13 日（月） 店舗番号の変更なし 

第 6 回目： 2023 年  3 月 20 日（月） 2023 年  5 月振替分（契約振替日）より 

第 7 回目： 2023 年  3 月 27 日（月） 2023 年  5 月振替分（契約振替日）より 

第 8 回目： 2023 年  4 月 17 日（月） 店舗番号の変更なし 



店番・店名変更一覧
スケジュール 変更前 変更後

変更日 店番 店名 店番 店名
2022年12月19日 334 晴丘支店 388 （変更なし）

2022年12月26日 303 津島支店 371 津島中央支店
131 大曽根支店 （変更なし）大曽根中央支店
134 楠町支店 （変更なし）楠町中央支店
142 浄心支店 （変更なし）浄心中央支店
302 稲沢支店 370 稲沢中央支店
318 大府支店 379 大府中央支店
322 小牧支店 382 小牧中央支店
152 中村支店 （変更なし）中村中央支店
162 島田支店 （変更なし）島田中央支店
193 当知支店 （変更なし）当知中央支店
241 守山支店 （変更なし）守山中央支店
201 港支店 270 港中央支店
310 大治支店 375 大治中央支店
317 豊明支店 378 豊明中央支店
221 鳴子支店 275 鳴子中央支店
319 一宮南支店 380 一宮中央支店
335 高蔵寺支店 389 高蔵寺中央支店
601 桑名支店 （変更なし）桑名中央支店
603 四日市支店 （変更なし）四日市中央支店
604 富田支店 （変更なし）富田中央支店

スケジュール 変更前 変更後
変更日 店番 店名 店番 店名

100 本店営業部 （変更なし）名古屋営業部
111 今池支店 （変更なし）今池中央支店
112 東山支店 （変更なし）東山中央支店
202 南陽町支店 271 南陽町中央支店
211 笠寺支店 272 笠寺中央支店
212 柴田支店 273 柴田中央支店
213 大江支店 274 （変更なし）

222 鳴海支店 276 鳴海中央支店
223 桶狭間支店 277 （変更なし）

224 徳重支店 278 （変更なし）

231 上社支店 279 （変更なし）

232 高針支店 280 高針中央支店
304 岡崎支店 470 岡崎中央支店
305 豊橋支店 471 豊橋中央支店
306 半田支店 372 半田中央支店
307 常滑支店 373 （変更なし）

309 蟹江支店 374 蟹江中央支店
311 刈谷支店 472 刈谷中央支店
312 勝川支店 376 勝川中央支店
316 岩倉支店 377 岩倉中央支店
320 豊田支店 473 豊田中央支店
321 江南支店 381 江南中央支店
323 弥富支店 383 （変更なし）

324 春日支店 384 （変更なし）

326 東海支店 281 東海中央支店
328 師勝支店 385 師勝中央支店
331 長久手支店 386 長久手中央支店
333 犬山支店 387 犬山中央支店
501 静岡支店 770 （変更なし）

602 阿下喜支店 670 （変更なし）

605 津支店 671 （変更なし）

701 奈良支店 871 （変更なし）

801 大阪支店 870 大阪中央支店
901 東京支店 （変更なし）東京中央支店
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2023年3月20日

2023年3月27日

2023年4月17日

2023年1月16日
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2023年2月13日
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