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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 

７９９４ 広島中央農業協同組合 

７９９４ 
ひろしま農業協同組合 

（ﾋﾛｼﾏﾉｳｷﾖｳ） 

７９１３ 呉農業協同組合 

７９１６ 安芸農業協同組合 

７９３８ 佐伯中央農業協同組合 

７９８１ 広島北部農業協同組合 

８０１１ 芸南農業協同組合 

８０２７ 三原農業協同組合 

８０６９ 三次農業協同組合 

８０７６ 庄原農業協同組合 

※合併に伴い金融機関名が変更になります。 
 

２．合併日：２０２３年４月１日（土）  
 
 

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 

７９９４ 広島中央農業協同組合 変更なし 変更なし 変更なし 

７９１３ 呉農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

７９１６ 安芸農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

７９３８ 佐伯中央農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

７９８１ 広島北部農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

８０１１ 芸南農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

８０２７ 三原農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

８０６９ 三次農業協同組合 変 更 有 変更なし 変更なし 

８０７６ 庄原農業協同組合 変 更 有 変更なし 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）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 旧金融機関の店舗番号が別紙の「ひろしま農業協同組合 店舗一覧表」の店舗番

号に該当がない請求データは、エラーとなります。（持出し不可） 

エラー内容：合併置換対象外エラー 
 

③ 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）に変更の上ご提出ください。 

 

※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。 

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…「ひろしま農業協同組合 店舗一覧表」 

以 上 



ひろしま農業協同組合　店舗一覧表 別紙２

は合併後に店舗名が変更になる店舗

本店・支店
店舗
コード

旧組合名 旧店舗名 新店舗名 カナ名称

380 本店 ホンテン

213 佐伯中央 本店 佐伯中央地域本部支店 サイキチユウオウチイキホンブ

214 佐伯中央 廿日市支店 廿日市支店 ハツカイチ

215 佐伯中央 平良支店 平良支店 ヘラ

217 佐伯中央 宮内支店 宮内支店 ミヤウチ

218 佐伯中央 廿日市西支店 廿日市西支店 ハツカイチニシ

219 佐伯中央 地御前支店 地御前支店 ジゴゼン

220 佐伯中央 深江支店 深江支店 フカエ

222 佐伯中央 浜支店 浜支店 ハマ

225 佐伯中央 友和支店 友和支店 ユウワ

227 佐伯中央 津田支店 津田支店 ツタ

245 佐伯中央 晴海支店 晴海支店 ハルミ

248 佐伯中央 栗谷支店 栗谷支店 クリタニ

251 佐伯中央 大竹支店 大竹支店 オオタケ

253 佐伯中央 吉和支店 吉和支店 ヨシワ

171 安芸 本店 安芸地域本部支店 アキチイキホンブ

174 安芸 海田市支店 海田市支店 カイタイチ

175 安芸 東海田支店 東海田支店 ヒガシカイタ

177 安芸 中野支店 中野支店 ナカノ

178 安芸 瀬野支店 瀬野支店 セノ

182 安芸 萩原支店 萩原支店 ハギワラ

183 安芸 熊野支店 熊野支店 クマノ

189 安芸 坂支店 坂支店 サカ

128 呉 本店 呉支店 クレ

132 呉 広東支店 広東支店 ヒロヒガシ

133 呉 広西支店 広西支店 ヒロニシ

137 呉 郷原支店 郷原支店 ゴウハラ

139 呉 昭和支店 昭和支店 シヨウワ

149 呉 高須支店 音戸支店 オンド

150 呉 倉橋支店 倉橋支店 クラハシ



店舗
コード

旧組合名 旧店舗名 新店舗名 カナ名称

162 呉 倉橋東支店 倉橋東支店 クラハシヒガシ

168 呉 蒲刈支店 蒲刈支店 カマガリ

195 呉 江田島支店 江田島支店 エタジマ

234 呉 中町支店 中町支店 ナカマチ

235 呉 鹿川支店 鹿川支店 カノカワ

236 呉 三高支店 三高支店 ミタカ

243 呉 大古支店 大古支店 オオフル

381 広島中央 本店 広島中央地域本部支店 ヒロシマチユウオウチイキホンブ

384 広島中央 西条支店 西条支店 サイジヨウ

387 広島中央 向陽支店 向陽支店 コウヨウ

392 広島中央 黒瀬支店 黒瀬支店 クロセ

399 広島中央 八本松南支店 八本松南支店 ハチホンマツミナミ

402 広島中央 八本松支店 八本松支店 ハチホンマツ

405 広島中央 志和支店 志和支店 シワ

408 広島中央 高屋支店 高屋支店 タカヤ

418 広島中央 福富支店 福富支店 フクトミ

419 広島中央 豊栄支店 豊栄支店 トヨサカ

428 広島中央 大和支店 大和支店 ダイワ

432 広島中央 河内支店 河内支店 コウチ

463 芸南 本所 安芸津支店 アキツ

467 芸南 安浦支所 安浦支店 ヤスウラ

472 芸南 川尻支所 川尻支店 カワジリ

441 三原 本郷駅前出張所 本郷駅前支店 ホンゴウエキマエ

442 三原 本郷中央支店 本郷中央支店 ホンゴウチユウオウ

451 三原 竹原支店 竹原支店 タケハラ

460 三原 荘野出張所 荘野支店 シヨウノ

487 三原 せとだ支店 せとだ支店 セトダ

497 三原 本店 三原地域本部支店 ミハラチイキホンブ

498 三原 三原西支店 三原西支店 ミハラニシ

504 三原 三原支店 三原支店 ミハラ

507 三原 鷺浦出張所 鷺浦支店 サギウラ

512 三原 幸崎支店 幸崎支店 サイザキ

550 三原 久井出張所 久井支店 クイ

553 三原 久井中央支店 久井中央支店 クイチユウオウ

327 広島北部 大朝支店 大朝支店 オオアサ



店舗
コード

旧組合名 旧店舗名 新店舗名 カナ名称

351 広島北部 本店 広島北部地域本部支店 ヒロシマホクブチイキホンブ

352 広島北部 吉田支店 吉田支店 ヨシダ

354 広島北部 可愛出張所 可愛出張所 エノ

357 広島北部 美土里支店 美土里支店 ミドリ

362 広島北部 高宮支店 高宮支店 タカミヤ

364 広島北部 甲田支店 甲田支店 コウダ

369 広島北部 八千代支店 八千代支店 ヤチヨ

372 広島北部 向原支店 向原支店 ムカイハラ

791 広島北部 千代田支店 千代田支店 チヨダ

715 三次 本店 三次中央支店 ミヨシチユウオウ

716 三次 八次支店 八次支店 ヤツギ

721 三次 東部支店 三次東支店 ミヨシヒガシ

724 三次 西部支店 三次西支店 ミヨシニシ

731 三次 市役所支店 三次市役所支店 ミヨシシヤクシヨ

733 三次 君田支店 君田支店 キミタ

735 三次 布野支店 布野支店 フノ

737 三次 作木支店 作木支店 サクギ

745 三次 吉舎支店 吉舎支店 キサ

752 三次 三良坂支店 三良坂支店 ミラサカ

753 三次 三和支店 三和支店 ミワ

832 三次 北部支店 三次北支店 ミヨシキタ

700 庄原 上下支店 上下支店 ジヨウゲ

705 庄原 甲奴支店 甲奴支店 コウヌ

709 庄原 総領支店 総領支店 ソウリヨウ

759 庄原 本店 庄原支店 シヨウバラ

765 庄原 西支店 庄原西支店 ショウバラニシ

770 庄原 西城支店 比婆西城支店 ヒバサイジヨウ

774 庄原 東城支店 東城支店 トウジヨウ

775 庄原 小奴可支店 小奴可支店 オヌカ

785 庄原 口和支店 口和支店 クチワ

787 庄原 高野支店 高野支店 タカノ

789 庄原 比和支店 比和支店 ヒワ
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