
1 

 

ＪＡ合併に伴うお取引についてのご案内 

 

 このたび、ＪＡ会津みなみ、ＪＡあいづ、ＪＡ会津いいで、ＪＡ会津みどりは、平

成 28年３月１日に合併し、「ＪＡ会津よつば」として誕生することとなりました。 

 つきましては、当ＪＡとのお取引につきまして、利用者の皆様にご留意いただきた

いことをまとめましたので、何卒、ご理解を賜わりますようご案内申しあげます。 

 今後とも引き続き、ご愛顧いただきますようお願い申しあげます。  

 

１．ご利用店舗 

  現在ご利用いただいている店舗は、ＪＡ会津よつばの店舗に引き継がれます。 

 ご利用店舗の店舗名、金融機関コード、店舗コードが変わる場合がありますので、

別紙「合併に伴う名称・金融機関コード・店舗コードの変更について」にてご確認

ください。 

 

２．ＡＴＭの一部休止について 

  平成 28年２月 29日（月）～３月１日（火）のうち、ＡＴＭがご利用いただけな

い期間があります。 

  なお、県外ＪＡ・他行・コンビニ等の提携ＡＴＭでのお取引は可能です。 

一部休止の詳しい内容は、別途ご案内させていただきます。 

 

３．貯金の口座番号について 

  口座番号の変更はありません。 

 

４．現在の貯金通帳や証書について 

貯金通帳は、平成 28 年３月１日以降にご契約店舗の窓口に来店されたお客様か

ら、順次、新しい通帳に切り替えさせていただきます。（ＪＡ会津いいでの貯金通

帳は切り替えせず引き続きご利用いただけます。） 

また、ＡＴＭを利用される場合は、現在使用している通帳（平成 22 年１月４日

以降に新規・繰越・再発行している通帳が対象）が満頁になるまで継続して使用す

ることができます。 

なお、通帳繰越機能が付いたＡＴＭを利用される場合は、現在使用している通帳

（平成 22 年１月４日以降に新規・繰越・再発行している通帳が対象）が満頁にな

ったときに自動的に新通帳に繰り越すことになります。 

定期貯金・定期積金証書は、満期日までそのままご使用いただけます。 

 

５．キャッシュカードについて 

現在ご使用中のキャッシュカードは、そのままご利用いただけます。 

なお、現在ご使用中のキャッシュカードを平成 28 年３月 1 日以降に使用した場

合は、ご利用明細票の取引金融機関欄や取引店舗欄に、現在使用しているカード表



2 

 

面に記載されている現在の金融機関コード・店舗コードが印字されます。新金融機

関コード・新店舗コードは、新通帳または別紙「合併に伴う名称・金融機関コード・

店舗コードの変更について店舗対比表」でご確認ください。 

 

６．年金お振込の口座をＪＡにご指定いただいている利用者様へ 

次の公的年金振込のお取扱いにつきましては、当ＪＡから振込先の変更手続を

させていただきますので、お客様のお手続きは必要ありません。 

労災年金等その他の年金につきましては、それぞれの年金支払先に所定の変更

届をご提出いただく場合がございますので、その場合はＪＡよりご連絡いたしま

すので、おそれいりますがお客様ご自身でお手続きをお願いいたします。 

旧厚生年金，旧船員保険，旧国民年金，新国民年金・厚生年金，旧国民年金短期、

農業者年金、農林年金、厚生年金基金連合会年金、国民年金基金、公立学校共済年金、

国家公務員共済年金、市町村職員共済年金、町村議会議員年金、県議会議員年金 

 

７．給与お振込の口座をＪＡにご指定いただいている利用者様へ 

  平成 28 年３月１日以降の振込につきましては、お客様の給与振込口座の金融機

関名等が変わりますので、ご勤務先の給与支払事務担当の方に新金融機関名・新金

融機関コード、新店舗名・新店舗コードをお届けくださるようお願いいたします。 

  なお、万が一、合併時以降に旧金融機関名・旧店舗名でお客様口座へのお振込み

を受付けた場合であっても、平成 28 年６月３日までは、お客様の同口座へ読み替

えてご入金いたします。 

 

８．各種のお振込について振込受取口座をＪＡにご指定いただいている利用者様へ 

  平成 28 年３月１日以降の振込につきましては、お客様の振込口座の金融機関名

等が変わりますので、おそれいりますがお客様ご自身でお振込人様へ新金融機関

名・新金融機関コード、新店舗名・新店舗コードのご連絡をお願いいたします。 

  なお、万が一、合併時以降に旧金融機関名・旧店舗名でお客様口座へのお振込み

を受付けた場合であっても、平成 28 年６月３日までは、お客様の同口座へ読み替

えてご入金いたします。 

 

９．各種公共料金等の引落口座をご指定いただいている利用者様へ 

  公共料金、クレジットカードの決済、ＪＡ共済掛金、学校授業料、定期積金掛金

などの自動引落しをご利用のお客様は、ＪＡで変更手続をいたしますので、お客様

のお手続きは必要ありません。合併後も口座より引落しさせていただきます。 

  

10．福島県職員財形の口座をＪＡにご指定いただいている利用者様へ 

  お客様の福島県財形貯金の口座管理店舗は、平成 28年３月１日以降、ＪＡ会津よ

つば会津若松支店に変更となりますので、ご了承をお願いいたします。 

  お客様のお手続きは必要ありません。 
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11．当座勘定をご利用の皆様へ 

  手形・小切手の交換が必要となります。 

 ＪＡより別途ご連絡いたしますので、合併時までに新手形・新小切手への交換手

続をお願いいたします。 

合併日以前に振り出された手形・小切手の決済は、これまでどおり決済いたしま

す。  

 

12．借入・各種ローンをご利用の皆様へ 

  そのまま、ＪＡ会津よつばへ引継ぎますので、特段の変更手続きは必要ありませ

ん。 

 

13．マル優・マル特をご利用の皆様へ 

  これまでどおりご利用いただけますので、お客様の手続きは必要ありません。 

 

14．国税等日銀歳入金の窓口納付の取扱いについて 

  合併後も国税や国民年金保険料等の国庫金歳入金を支店の窓口で納付すること

ができますが、事務処理店舗の見直しに伴い、領収証書の受領日付が窓口受付の翌

営業日になりますので、ご了承をお願いいたします。 

  口座からの自動引落しをご利用のお客様につきましては、これまでと変更はござ

いません。 

 

15．ＪＡネットバンクをご利用の皆様へ 

ワンタイムパスワードをご利用のお客様は、現在ご利用いただいているワンタイ

ムパスワードの再登録が必要になります。大変お手数ですが３月１日以降に、改め

てワンタイムパスワードの利用開始のお手続きをお願いします（ＪＡ会津いいでの

お客様は引き続きご利用いただけます。）。 

ドコモの携帯電話からのご利用の場合は、「マイメニュー」の再登録が必要にな

ります。３月１日以降にＪＡ会津よつばでの再登録を行ってください（ＪＡ会津い

いでのお客様は引き続きご利用いただけます。）。 

パソコン等からのご利用で「ブックマーク」登録されている場合は、ＪＡネット

バンクホームページＵＲＬが変更となりますので、３月１日以降に再登録を行って

ください。 

  

16．ＪＡネットバンクの新規お申込みのお客様へ 

 ＪＡネットバンク、法人ＪＡネットバンクを、新規でお申込みいただく場合は、

平成 28 年２月 15 日（月）から２月 29 日（月）までの期間は、３月１日以降のご

契約となります。 

 

以上 



農 協 名 金融機関コード  店 舗 名 店舗コード 農 協 名 金融機関コード 店 舗 名 店舗コード

ﾎﾝﾃﾝ ﾎﾝﾃﾝ 住所・電話番号変更

本店 本店

ｷﾀｶﾀﾁﾕｳｵｳ ｷﾀｶﾀﾁﾕｳｵｳ

喜多方中央支店 喜多方中央支店

ｷﾀｶﾀｿｳｺﾞｳ ｷﾀｶﾀ 店舗名変更

喜多方総合支店 喜多方支店

ｱﾂｼｵｶﾉｳ ｱﾂｼｵｶﾉｳ

熱塩加納支店 熱塩加納支店

ｷﾀｼｵﾊﾞﾗ ｷﾀｼｵﾊﾞﾗ

北塩原支店 北塩原支店

ｼｵｶﾜｿｳｺﾞｳ ｼｵｶﾜ 店舗名変更

塩川総合支店 塩川支店

ﾔﾏﾄｿｳｺﾞｳ ﾔﾏﾄ 店舗名変更

山都総合支店 山都支店

ﾆｼｱｲﾂﾞｿｳｺﾞｳ ﾆｼｱｲﾂﾞ 店舗名変更

西会津総合支店 西会津支店

ｵｸｶﾞﾜ ｵｸｶﾞﾜ 店舗名変更

奥川出張所 奥川支店

ﾀｶｻﾄ ﾀｶｻﾄ

高郷支店 高郷支店

ﾎﾝﾃﾝ 廃止

本店 承継店：会津若松支店

ﾐﾅﾄ ﾐﾅﾄ

湊支店 湊支店

ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾓﾝﾃﾞﾝ

門田支店 門田支店

ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂ ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂ

会津若松支店 会津若松支店

ｷﾀｱｲﾂﾞ ｷﾀｱｲﾂﾞ

北会津支店 北会津支店

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾊﾞﾝﾀﾞｲ

磐梯支店 磐梯支店

ｲﾅﾜｼﾛﾁﾕｳｵｳ ｲﾅﾜｼﾛﾁﾕｳｵｳ

猪苗代中央支店 猪苗代中央支店

ｲﾅﾜｼﾛﾋｶﾞｼ ｲﾅﾜｼﾛﾋｶﾞｼ

猪苗代東支店 猪苗代東支店

ｶﾜﾋｶﾞｼ ｶﾜﾋｶﾞｼ

河東支店 河東支店

ﾎﾝﾃﾝ 廃止

本店 承継店：田島支店

ﾀｼﾞﾏ ﾀｼﾞﾏ

田島支店 田島支店

ｼﾓｺﾞｳ ｼﾓｺﾞｳ

下郷支店 下郷支店

ﾀﾃｲﾜ ﾀﾃｲﾜ

舘岩支店 舘岩支店

ｲﾅ ｲﾅ

伊南支店 伊南支店

ﾅﾝｺﾞｳ ﾅﾝｺﾞｳ

南郷支店 南郷支店

ﾀﾀﾞﾐ ﾀﾀﾞﾐ

只見支店 只見支店

ﾋﾉｴﾏﾀ ﾋﾉｴﾏﾀ

檜枝岐支店 檜枝岐支店

ﾎﾝﾃﾝ 廃止

本店 承継店：坂下支店

ﾊﾞﾝｹﾞｿｳｺﾞｳ ﾊﾞﾝｹﾞ 店舗名変更

坂下総合支店 坂下支店

ﾜｶﾐﾔ ﾜｶﾐﾔ

若宮支店 若宮支店

ｶﾅｶﾞﾐ ｶﾅｶﾞﾐ

金上支店 金上支店

ﾋﾛｾ ﾋﾛｾ

広瀬支店 広瀬支店

ﾔﾅｲﾂﾞｿｳｺﾞｳ ﾔﾅｲﾂﾞ 店舗名変更

柳津総合支店 柳津支店

ﾐｼﾏｿｳｺﾞｳ ﾐｼﾏ 店舗名変更

三島総合支店 三島支店

ｼﾖｳﾜｿｳｺﾞｳ ｼﾖｳﾜ 店舗名変更

昭和総合支店 昭和支店

ｶﾈﾔﾏｿｳｺﾞｳ ｶﾈﾔﾏ 店舗名変更

金山総合支店 金山支店

ﾀｶﾀﾞｿｳｺﾞｳ ﾀｶﾀﾞ 店舗名変更

高田総合支店 高田支店

ﾅｶﾞｲﾉ ﾅｶﾞｲﾉ

永井野支店 永井野支店

ﾎﾝｺﾞｳｿｳｺﾞｳ ﾎﾝｺﾞｳ 店舗名変更

本郷総合支店 本郷支店

ﾆｲﾂﾙｿｳｺﾞｳ ﾆｲﾂﾙ 店舗名変更

新鶴総合支店 新鶴支店

ﾕｶﾞﾜｿｳｺﾞｳ ﾕｶﾞﾜ 店舗名変更

湯川総合支店 湯川支店

合 併 前 合 併 後
備 考

ｱｲﾂﾞｲｲﾃﾞ
会津いいで

4160

001 001

002 002

003 003

010 010

011 011

021 021

023 023

013 013

017 017

018 018

ｱｲﾂﾞ
あいづ

4148

001 － －

003 044

050

005 045

008 046

009 047

020 051

ｱｲﾂﾞﾐﾅﾐ
会津みなみ

4189

001

012 048

015 049

019

－ －

002 052

003 053

011 057

015 058

006 054

007 055

008 056

ｱｲﾂﾞﾐﾄﾞﾘ
会津みどり

4175

050 － －

001 059

065

002 060

003 061

007 062

066

016 067

020 068

009 063

011 064

012

合併に伴う名称・金融機関コード・店舗コードの変更について

ｱｲﾂﾞﾖﾂﾊﾞ
会津よつば

4160

022 069

023 070

024 071

014


