
ＪＡ佐伯中央
〒738-0034 廿日市市宮内4473-1
TEL.0829-39-3232

ＪＡ安芸
〒736-0046 安芸郡海田町窪町8-8
TEL.082-822-0076

ＪＡ呉
〒737-0811 呉市西中央1丁目2-25
TEL.0823-25-1200

令和5年４月１日 誕生します！

９ＪＡ合併に伴う
お取引に関するご案内
９ＪＡ合併に伴う
お取引に関するご案内

“

いっ
しょが、いいね

”

合併に関するお問い合わせ

ＪＡ広島中央
〒739-0015 東広島市西条栄町10-35

TEL.082-422-2166

ＪＡ芸南
〒739-2402 東広島市安芸津町三津4258-1

TEL.0846-45-1240

ＪＡ三原
〒723-0052 三原市皆実4丁目7-28
TEL.0848-63-3434

ＪＡ広島北部
〒731-0521 安芸高田市吉田町常友1210

TEL.0826-42-1111

ＪＡ三次
〒728-8503 三次市十日市東3丁目1-1

TEL.0824-63-6111

ＪＡ庄原
〒727-0013 庄原市西本町2丁目14-1

TEL.0824-72-4271



金融店舗の営業時間について
金融店舗の営業時間は、次の通りとなります。
　営業時間　　平日／９：００～１５：００
※一部店舗では昼休業時間帯を設けています。

ローンセンターの営業時間および定休日について
ローンセンターの営業時間および定休日は、次の通りとなります。
■ＪＡひろしま本店 ローンセンター
　所  在  地 東広島市西条中央5丁目8番10号
　営業日時 平日・土曜日・日曜日／9：30～18：00  《 休業日／祝日・年末年始 》

■西部ローンセンター（ＪＡひろしま 佐伯中央地域本部１階）
　所  在  地 廿日市市宮内4473番地１
　営業日時 平日／8：30～17：00  《 休業日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始 》

■安芸ローンセンター（ＪＡひろしま 安芸地域本部１階）
　所  在  地 安芸郡海田町窪町8番8号
　営業日時 平日／8：30～17：00  《 休業日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始 》

■呉ローンセンター（ＪＡひろしま 呉地域本部1階）
　所  在  地 呉市西中央1丁目2番25号
　営業日時 平日／8：30～17：00  《 休業日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始 》

■東部ローンセンター（ＪＡひろしま 三原地域本部1階）
　所  在  地 三原市皆実4丁目7番28号
　営業日時 平日・日曜日／8：30～17：00  《 休業日／水曜日・土曜日・祝日・年末年始 》

お取引店舗について
お取引店舗の金融機関名、金融機関コードが変更となります。
一部店舗では店舗名が変わります。
「合併に伴う農協店舗 新旧対比表」によりご確認ください。➡   ９～10ページへ

口座番号について
合併に伴う口座番号の変更はございません。

貯金通帳・証書について
　お手持ちの通帳は、合併日（令和５年４月１日）以降ＪＡひろしまの窓口ご利用の際、「金融機関名・金融
機関コード・（一部において店舗名）」の変更のお手続きをさせていただきます。証書については、引き続き
ご利用いただけます。
　ＡＴＭをご利用される場合は、現在の通帳を継続してご利用いただけます。
　また、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（総合口座通帳・貯金通
帳）が満頁になった時に（通帳繰越時）、自動的に「ＪＡひろしま」の通帳に切り替わりますので、ＡＴＭに
て取扱い可能なお取引については、ＡＴＭをご利用ください。
　ただし、現在ご利用いただいているＪＡのエリア外で通帳繰越機能が付いたＡＴＭをご利用の場合は、通帳
種類によっては繰越ができないケースがございます。詳しくは、現在ご利用いただいているＪＡにお問い合わ
せをお願い申しあげます。
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合併日：令和５年４月１日（土）合併日：令和５年４月１日（土）

合併に伴うお取引に関するご案内

この度、県内の９JA（ JA佐伯中央・JA安芸・JA呉・JA広島中央・JA芸南・

JA 三原・JA 広島北部・JA 三次・JA 庄原）は、令和５年４月１日に合併し、

「JAひろしま（ひろしま農業協同組合）」としてスタートすることとなりました。

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

たい事項をまとめましたので、ご一読いただくとともに、ご理解賜りますようご案内

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。

信用・共済信用・共済

ご注意！

合併に関して、当ＪＡの職員がお客様のお宅を訪問し、キャッシュカードやローンカードの
切替を理由に、お客様のカードをお預かりすることや、暗証番号をお尋ねすることはござい
ません。当ＪＡ職員やＪＡバンク関係者、関係官庁職員等を騙る詐欺にはご注意ください。
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キャッシュカード・ローンカードについて
　お手持ちのキャッシュカードおよびローンカードは引き続きご利用いただけます。
　キャッシュカード表面に記載されている金融機関コードは従来のままの表記であるため、キャッシュカード
を参照して公共料金等の自動支払いを依頼される場合や振込をされる場合には、「旧金融機関コード」を「新
金融機関コード（7994）」に読み替えていただきますようお願いいたします。合併日（令和５年４月１日）以
降にＡＴＭをご利用の際、ご利用明細票にはカード表面に記載された金融機関コードが印字されますのでご留
意ください。

ＩＣキャッシュカードによるＡＴＭ振込をご利用のお客様について
　ＩＣキャッシュカードに登録された旧ＪＡの振込先情報については、令和５年４月14日（金）より使用でき
なくなります。大変お手数ですが、令和５年４月14日以降にＡＴＭで再度ご登録をお願い申しあげます。 

各種手数料について
　各種手数料を統一するため振込手数料など、信用手数料の一部を変更させていただきます。何卒ご理解いた
だきますようお願い申しあげます。
「ＪＡひろしま 信用各種手数料一覧表」によりご確認ください。➡   11～12ページへ

貯金利率の変更について
　一部の貯金の適用利率・上乗せ利率を変更させていただきます。
　なお、満期日が合併日（令和５年４月１日）以降の定期貯金・定期積金は、現在約定している利率を満期日
まで引き続き適用いたします。 

公共料金等の自動支払いをご利用のお客様
　公共料金、クレジットカードの利用代金などの自動支払いにつきましては、当ＪＡから変更手続きをいたし
ますので、お客様のお手続きは必要ございません。手続きが終了するまでの間、支払先からの領収書に旧ＪＡ
名が表示される場合がありますが、ご了承願います。

年金のお振込み口座をＪＡにご指定いただいているお客様
　次の公的年金については、当ＪＡより手続きいたしますので、お客様のお手続きは必要ございません。
　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、年金生活者支援給付金、
農業者年金、農林年金、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、市議会議員年金、県議会議員年金
　なお、上記以外の企業年金等のうち一部につきましては、お客様ご自身でのお手続きが必要となる場合がご
ざいますので、その場合は当ＪＡより個別にご相談させていただきます。
　また、万が一、合併日（令和５年４月１日）以降に「旧金融機関名・旧金融機関コード」「旧店舗名・旧店
舗コード」でお客様口座へお振込を受け付けた場合、令和５年６月30日（金）までは、お客様口座へ読み替え
てご入金いたしますのでご安心ください。

給与お振込み口座をＪＡにご指定いただいているお客様
　お手数ではございますが、勤務先の給与事務担当者の方に、合併後の「新金融機関名（ひろしま農業協同組
合）・新金融機関コード（7994）」「（一部においては新店舗名）」をお伝えください。
　また、万が一、合併日（令和５年４月１日）以降に「旧金融機関名・旧金融機関コード」「旧店舗名・旧店
舗コード」でお客様口座へお振込を受け付けた場合、令和５年６月30日（金）までは、お客様口座へ読み替え
てご入金いたしますのでご安心ください。
「合併に伴う農協店舗 新旧対比表」によりご確認ください。➡   ９～10ページへ

各種のお振込の口座をＪＡにご指定いただいているお客様

　合併日（令和５年４月１日）以降の振込につきましては、お手数ではございますが、お客様ご自身でお振込
人様へ「新金融機関名（ひろしま農業協同組合）・新金融機関コード（7994）」「（一部においては新店舗
名）」をご連絡いただきますようお願い申しあげます。
　なお、万が一、合併日（令和５年４月１日）以降に「旧金融機関名・旧金融機関コード」「(一部において旧
店舗名)」でお客様口座へのお振込みを受け付けた場合、令和５年６月30日（金）までは、お客様の口座へ読み
替えてご入金いたしますのでご安心ください。
「合併に伴う農協店舗 新旧対比表」によりご確認ください。➡   ９～10ページへ

手形・小切手をご利用のお客様
　合併日以前または合併日以降に振り出された手形・小切手は、「旧ＪＡ名」が印字されている場合でも、合
併前と同様にお客様の口座からお引き落としいたします。
　また、「旧ＪＡ名」が印字されているお手元の手形・小切手帳は、「新ＪＡ名」が印字されたものと差し替
えいたします。別途、当ＪＡより差し替えについてご案内させていただきます。 

ＪＡネットバンクをご利用のお客様
　ＪＡネットバンク（個人・法人）については、令和５年３月16日（木）～３月31日（金）までの期間、勝手
ながら新規の契約・契約内容の変更または解約を停止させていただきます。
　新規の契約・契約内容の変更または解約を希望される場合は、令和５年３月15日（水）まで、もしくは合併
日（令和５年４月１日）以降にお申込みいただきますようお願い申しあげます。 

個人ＪＡネットバンクをご利用のお客様
　個人ＪＡネットバンクサービスは、システムの合併対応のため、令和５年３月31日（金）の23時40分～令和
５年４月１日（土）の6時00分までサービスを休止させていただきます。
　令和５年３月16日（木）～３月31日（金）まで、インターネットを使用し行う取引の一部（利用口座の追
加）が制限されます。
　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。（現在、ＪＡ広島中央でお取引されているお客様は、再登録の必要はございません。今まで通
りご利用可能です。）大変お手数ですが合併日（令和５年４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申しあげます。
　お客様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
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ＪＡネットバンク（ワンタイムパスワード）再登録手順

■ 個人ＪＡネットバンクのワンタイムパスワードアプリ利用申請について

　個人ＪＡネットバンクで「ワンタイムパスワードアプリ（以下「ＯＴＰアプリ」）」をご利用の場合は、
令和５年４月１日以降、利用者様のスマホ等から、下表のとおりＯＴＰアプリの利用申請登録が必要とな
ります。

■ ＯＴＰアプリ利用可否について

■ 手順の流れ

１.ＪＡネットバンクホームページからＪＡネットバンクにログインIDおよびパスワードを入力の上、ログイ
ンを行い「ワンタイムパスワード利用申請」を行います。

２.ＪＡネットバンクログイン後の「ワンタイムパスワード利用申請手順」については
　「ＪＡネットバンクの初期設定手順」によりご確認ください。➡   13～14ページへ

■ 画面上の表示について

画面上のＪＡ名の表示につきましては、４月２日までは、「ＪＡひろしま」ではなく、旧ＪＡ
名で表示されます。
※システムの仕様上、４月１日における表示変更ができず、４月３日に「ＪＡひろしま」へ
自動更新されます。

ＪＡバンクアプリをご利用のお客様
　ＪＡバンクアプリは、システムの合併対応のため、令和５年３月31日（金）の23時40分～令和５年４月１
日（土）の6時00分までサービスを休止させていただきます。変更手続きはございません。
　また、投資信託残高照会についても令和５年３月31日（金）の23時40分～令和５年４月２日（日）の10時00
分までサービスを休止させていただきます。

各種ローンをご利用のお客様
　そのままＪＡひろしまへ引き継ぎます。変更手続きはございません。
　ただし、ＪＡ三原、ＪＡ広島北部、ＪＡ三次、ＪＡ庄原で各種ローンをご利用いただいておりますお客様に
つきましては、通帳に記載される返済表示が一部変更となります。
　また、これまで発送しておりました利息計算書につきまして、返済表示の変更に伴い令和５年３月31日作成
分をもちまして発送を終了させていただきます。

国債・投資信託をご利用のお客様
　国債の債券口座については、ＪＡひろしまに継承されますので、お客様のお手続きは必要ございません。
　投資信託口座をお持ちの一部お客様については、お手続が必要な場合がございますので、その場合は当ＪＡ
より個別にご相談させていただきます。

利息決算日について
　普通貯金等の利息決算日は、９月・３月となりますので、合併後の初回利息決算日は令和５年９月の第２週
目の日曜日、利息入金日は翌営業日の９月11日（月）となります。
　また、カードローン（随時返済型）、営農ローン、カルチャーローンについても同様の取扱いとなります。
　なお、ＪＡ安芸、ＪＡ広島北部、ＪＡ庄原のお客様については、利息決算日が変更となりますのでご了承願
います。

共済をご利用のお客様
　そのままＪＡひろしまへ引き継ぎます。交付されている共済証書等については、切替等のお手続きは必要ご
ざいませんので、そのまま保管してください。
　共済掛金の口座振替日については、下記のとおり統一させていただきますのでご理解のほどお願い申しあげ
ます。ただし、現在、共済契約の口座振替が共済契約ＪＡ以外の金融機関の場合は、従来通り12日に引落とし
させて頂きます。
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ＪＡネットバンクホームページ　h t t p : / / www . j a b a n k . j p /

➡ または、こちらのＱＲコードからも
　 ＪＡネットバンクへのログインは可能です。

生命系共済、建物更生共済

操作に関する
お問合せ先

ＪＡネットバンクヘルプデスク　　０１２０-０５８-０９８
《お問い合わせ時間》平日／９：００～２１：００、土・日・祝／９：００～１７：００

 払込方法 初回振替日（当月） 再振替日（翌月）
 年　払 28 日 8 日
 月　払 21 日 1 日

傷害共済、火災共済
 初回振替日（当月） 再振替日（翌月）
 20 日 1 日

自動車共済、農業者賠償責任共済（一時払のみ）
 払込方法 初回振替日（当月） 再振替日（翌月）
 一時払 20 日 1 日
 月　払 20 日 1 日
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ＪＡ広島中央 利用可能 利用可能 対応不要

ご利用時間 令和５年３月３１日
～２３：４０

令和５年４月１日
６：００ ～

利用者様にご対応
いただく事項

ＪＡ呉・ＪＡ安芸　
ＪＡ佐伯中央　
ＪＡ芸南・ＪＡ三原　
ＪＡ広島北部　
ＪＡ三次・ＪＡ庄原

対象外
ＪＡ

対象
ＪＡ

利用可能

４月１日以降、「ワンタイ
ムパスワード利用申請登
録」が必要となります。
手順については、下記の
「手順の流れ」をご参照
ください。

利用不可
OTPアプリが自動
的に利用解除さ
れ、利用開始前の
状態になります

信用・共済信用・共済



購買代金の口座振替について
　肥料・農薬などの購買品を口座振替でお買い求めいただいているお客様については、合併後もこれまで通り
口座振替で購買品をお買い求めいただけます。合併後の口座振替は、令和５年４月末締め分から月末締め、翌
月25日引落としとなります。
　また、万が一、支払期日までにお支払いいただけない場合は、延滞利息を徴収させていただきます。延滞利
息の発生条件は決済日から１か月を経過した後、日割計算（年利3.0％）とさせていただきます。

農畜産物の出荷方法について
　農畜産物の出荷については、従来の出荷ルールに基づいて、これまで通り出荷いただくことができます。

販売代金の精算について
　市場、ファーマーズ・マーケット（産直市）、インショップ等の出荷にかかる販売代金については、これま
で通りの精算期間で精算金を指定口座にお振込みいたします。

農業関連施設の利用について
　ＪＡが所有する農業関連施設（選果場・集出荷場・育苗施設・ライスセンター・カントリーエレベーター
等）については、合併後もこれまで通りご利用いただけますが、他のＪＡ（被合併組合）で管理する農業関
連施設の利用については、現在、検討を進めておりますので、準備が整い次第、別途お知らせいたします。

農産物の出荷資材について
　出荷・販売に係る各種資材（ダンボール箱、出荷袋等）や出荷伝票等については、原則として合併後も引き
続き使用することができますが、販売品目によって対応が異なる場合（特に旧ＪＡ名が印字されている関連
資材）がございますので、最寄りのＪＡ各購買店舗または営農販売担当部署においてご確認ください。

店舗名称の変更について
　合併後は、旧ＪＡの一部の営農センター等の名称を「アグリセンター」に統一します。

出資金について
　各ＪＡでの出資金の残高はＪＡひろしまに引き継ぎます。なお、出資いただける口数の最高限度は5,000口
（1口1,000円）とします。

ＪＡひろしま   ポイントサービスについて
　「ＪＡひろしま  ポイントサービス」が令和５年５月１日から、ＪＡ広島中央ならびにＪＡ三次管内におい
て始まります。その他の地区についても準備が整い次第、順次開始していきます。
　既にＪＡ広島中央またはＪＡ三次のポイントサービス会員となられている方は、引き続き、「ＪＡひろしま  
ポイントサービス」のご利用をお願いいたします。今、お持ちのポイントカードはそのままご使用できます。
　なお、ポイントの付与内容は変更となります。
　「ＪＡひろしま  ポイントサービス」への会員加入を希望されない方におかれましては、最寄の店舗にて現行
ポイントサービスからの退会手続きをお願いします。

その他
①システム上の都合等により、合併日（令和５年４月１日）以降も旧ＪＡ名で各種お取引に関する通知等が届
く場合がございます。
②複数の支店でお取引いただいているお客さまには、ご案内が複数届く場合がございます。
③支店等の看板につきましては、合併日前後に順次変更いたします。そのため、合併日前であっても「ＪＡひ
ろしま」の名称を提示する支店等がございます。
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令和５年４月１日より変更

ＪＡ佐伯中央
〈金融機関コード〉7938

◉農協名は「ＪＡひろしま」になります。
◉金融機関コードが、7994（現ＪＡ広島中央の番号）
　に統一されます。
◉店舗コードの変更はありません。
◉一部店舗では店舗名が変更になります。

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

ＪＡ安芸
〈金融機関コード〉7916

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994
 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 171 安芸地域本部支店（※） アキチイキホンブ
 174 海田市支店 カイタイチ
 175 東海田支店 ヒガシカイタ
 177 中野支店 ナカノ
 178 瀬野支店 セノ
 182 萩原支店 ハギワラ
 183 熊野支店 クマノ
 189 坂支店 サカ

 店舗コード 　　店舗名
 171 本店
 174 海田市支店
 175 東海田支店
 177 中野支店
 178 瀬野支店
 182 萩原支店
 183 熊野支店
 189 坂支店

 店舗コード 　　店舗名
 213 本店
 214 廿日市支店
 215 平良支店
 217 宮内支店
 218 廿日市西支店
 219 地御前支店
 220 深江支店
 222 浜支店
 225 友和支店
 227 津田支店
 245 晴海支店
 248 栗谷支店
 251 大竹支店
 253 吉和支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 213 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 廿日市支店 ハツカイチ
 215 平良支店 ヘラ
 217 宮内支店 ミヤウチ
 218 廿日市西支店 ハツカイチニシ
 219 地御前支店 ジゴゼン
 220 深江支店 フカエ
 222 浜支店 ハマ
 225 友和支店 ユウワ
 227 津田支店 ツタ
 245 晴海支店 ハルミ
 248 栗谷支店 クリタニ
 251 大竹支店 オオタケ
 253 吉和支店 ヨシワ

ＪＡ呉
〈金融機関コード〉7913

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 128 本店
 132 広東支店
 133 広西支店
 137 郷原支店
 139 昭和支店
 149 高須支店
 150 倉橋支店
 162 倉橋東支店
 168 蒲刈支店
 195 江田島支店
 234 中町支店
 235 鹿川支店
 236 三高支店
 243 大古支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 128 呉支店（※） クレ
 132 広東支店 ヒロヒガシ
 133 広西支店 ヒロニシ
 137 郷原支店 ゴウハラ
 139 昭和支店 シヨウワ
 149 音戸支店（※） オンド
 150 倉橋支店 クラハシ
 162 倉橋東支店 クラハシヒガシ
 168 蒲刈支店 カマガリ
 195 江田島支店 エタジマ
 234 中町支店 ナカマチ
 235 鹿川支店 カノカワ
 236 三高支店 ミタカ
 243 大古支店 オオフル

ＪＡ三原
〈金融機関コード〉8027

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 441 本郷駅前出張所
 442 本郷中央支店
 451 竹原支店
 460 荘野出張所
 487 せとだ支店
 497 本店
 498 三原西支店
 504 三原支店
 507 鷺浦出張所
 512 幸崎支店
 550 久井出張所
 553 久井中央支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 441 本郷駅前支店（※） ホンゴウエキマエ
 442 本郷中央支店 ホンゴウチユウオウ
 451 竹原支店 タケハラ
 460 荘野支店（※） シヨウノ
 487 せとだ支店 セトダ
 497 三原地域本部支店（※） ミハラチイキホンブ
 498 三原西支店 ミハラニシ
 504 三原支店 ミハラ
 507 鷺浦支店（※） サギウラ
 512 幸崎支店 サイザキ
 550 久井支店（※） クイ
 553 久井中央支店 クイチユウオウ

ＪＡ三次
〈金融機関コード〉8069

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 715 本店
 716 八次支店
 721 東部支店
 724 西部支店
 731 市役所支店
 733 君田支店
 735 布野支店
 737 作木支店
 745 吉舎支店
 752 三良坂支店
 753 三和支店
 832 北部支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 715 三次中央支店（※） ミヨシチユウオウ
 716 八次支店 ヤツギ
 721 三次東支店（※） ミヨシヒガシ
 724 三次西支店（※） ミヨシニシ
 731 三次市役所支店（※） ミヨシシヤクシヨ
 733 君田支店 キミタ
 735 布野支店 フノ
 737 作木支店 サクギ
 745 吉舎支店 キサ
 752 三良坂支店 ミラサカ
 753 三和支店 ミワ
 832 三次北支店（※） ミヨシキタ

ＪＡ庄原
〈金融機関コード〉8076

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 700 上下支店
 705 甲奴支店
 709 総領支店
 759 本店
 765 西支店
 770 西城支店
 774 東城支店
 775 小奴可支店
 785 口和支店
 787 高野支店
 789 比和支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 700 上下支店 ジヨウゲ
 705 甲奴支店 コウヌ
 709 総領支店 ソウリヨウ
 759 庄原支店（※） シヨウバラ
 765 庄原西支店（※） シヨウバラニシ
 770 比婆西城支店（※） ヒバサイジヨウ
 774 東城支店 トウジヨウ
 775 小奴可支店 オヌカ
 785 口和支店 クチワ
 787 高野支店 タカノ
 789 比和支店 ヒワ

ＪＡ広島北部
〈金融機関コード〉7981

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 327 大朝支店
 351 本店
 352 吉田支店
 354 可愛出張所
 357 美土里支店
 362 高宮支店
 364 甲田支店
 369 八千代支店
 372 向原支店
 791 千代田支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 327 大朝支店 オオアサ
 351 広島北部地域本部支店（※） ヒロシマホクブチイキホンブ
 352 吉田支店 ヨシダ
 354 可愛出張所 エノ
 357 美土里支店 ミドリ
 362 高宮支店 タカミヤ
 364 甲田支店 コウダ
 369 八千代支店 ヤチヨ
 372 向原支店 ムカイハラ
 791 千代田支店 チヨダ

ＪＡ芸南
〈金融機関コード〉8011旧

合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 463 本所
 467 安浦支所
 472 川尻支所

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 463 安芸津支店（※） アキツ
 467 安浦支店（※） ヤスウラ
 472 川尻支店（※） カワジリ

ＪＡ広島中央
〈金融機関コード〉7994

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994

 店舗コード 　　店舗名
 381 本店
 384 西条支店
 387 向陽支店
 392 黒瀬支店
 399 八本松南支店
 402 八本松支店
 405 志和支店
 408 高屋支店
 418 福富支店
 419 豊栄支店
 428 大和支店
 432 河内支店

 店舗コード 　　　  店舗名 　　　　店舗フリガナ
 381 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 西条支店 サイジヨウ
 387 向陽支店 コウヨウ
 392 黒瀬支店 クロセ
 399 八本松南支店 ハチホンマツミナミ
 402 八本松支店 ハチホンマツ
 405 志和支店 シワ
 408 高屋支店 タカヤ
 418 福富支店 フクトミ
 419 豊栄支店 トヨサカ
 428 大和支店 ダイワ
 432 河内支店 コウチ （注）店舗名の後に（※）がついている店舗については、店舗名が変更となっています。

合併に伴う農協店舗 新旧対比表合併に伴う農協店舗 新旧対比表

旧
合併前

新
合併後

〈農協名〉ＪＡひろしま
〈金融機関コード〉7994
 店舗コード 　  店舗名 　　　   店舗フリガナ
 380 本店 ホンテン

新

旧
合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

旧
合併前

新
合併後

信  用信  用

重　要



11 12

１．貯金関係

2．融資関係

取扱内容

振込

基本サービス 1,100円
法人ネットバンク データー転送サービス  

3,300円
（基本サービス含む）

残高証明書発行手数料

再発行手数料

小切手帳発行手数料 　　　（１冊） 880円
約束手形発行手数料 　　　（１冊） 1,100円
マル専手形発行手数料 　　　（１枚） 550円
自己宛小切手発行手数料 　　　（１枚） 550円

51～300枚 110円

両替手数料
301～500枚 220円
501～1,000枚 330円

1,001枚以上500枚毎 330円
501～1,000枚 330円

硬貨入金手数料
1,001～2,000枚 660円
2,001～3,000枚 990円

 3,001枚以上1,000枚毎 330円

電 信 扱
文 書 扱
電 信 扱
文 書 扱
電 信 扱
文 書 扱
電 信 扱
文 書 扱
電 信 扱
電 信 扱
電 信 扱
電 信 扱
電 信 扱

継続発行 220円
都度発行 550円
 1,100円
 1,100円
IC単体型　　　　（１枚） 1,100円
IC一体型　　　　（１枚） 1,100円

110円 110円 220円
110円 110円 220円
110円 110円 220円
110円 110円 220円
220円 220円 440円
220円 220円 440円
550円 550円 770円
550円 550円 770円
無料   無料   無料  
無料   無料   無料  
無料   無料   無料  
110円 110円 220円
330円 330円 550円
無料   無料   無料  
無料   無料   無料  
無料   無料   無料  
110円 110円 220円
220円 220円 330円
330円 330円 550円
無料 無料 無料

無料 無料 無料

110円 110円 220円
330円 440円 660円

当組合　同一店舗宛

当組合　本・支店宛

系統金融機関宛
  （県内・県外）

他金融機関宛

当組合　同一店舗宛
当組合　本・支店宛
系統金融機関宛（県内）

（県外）
他金融機関宛
当組合　同一店舗宛（個人・法人）
当組合　本・支店宛（個人・法人）
系統金融機関宛（県内）（個人・法人）

（県外）（個人・法人）
他金融機関宛（個人）
他金融機関宛（法人）
ＦＢ／ＨＢ振込手数料本支店宛
ＦＢ／ＨＢ振込手数料県内系統宛
ＦＢ／ＨＢ振込手数料県外系統宛
ＦＢ／ＨＢ振込手数料他行宛

通帳 　　　（１通）
証書 　　　（１通）

キャッシュカード

窓口

ATM

インター
ネット
バンキング

ＪＡパソコン
サービス

１万円未満 ３万円以上１万円以上
３万円未満

手数料額（税込）
取扱内容

51～300枚 110円

金種指定払出手数料
301～500枚 220円
501～1,000枚 330円

1,001枚以上500枚毎 330円
夜間金庫利用料 　　　（月額） 2,200円

本・支店間 440円

代金取立手数料
電子交換所取立 440円

個別取立
普通 880円
至急 1,100円

送金 1,100円
組戻手数料（１件） 振込 1,100円

取立手形 1,100円
振込訂正手数料（１件） 無料  
不渡手形返却料（１件） 1,100円

取立手形店頭呈示料（１件） 
1,100円

（1,100円を超える場合実費）

手数料額（税込）

取扱内容

残高証明書 （１通） 550円 
各証明書発行 融資証明書 （１通） 1,100円 

支払利息証明書 （１通） 550円 

再発行手数料
住宅取得控除証明書 （１通） 220円 
償還計画表 （１通） 1,100円 

カードローン関係 カード再発行手数料 （１枚） 1,100円 

新規実行
住宅・賃貸住宅ローン （１件） 55,000円 
リフォームローン （１件） 3,300円 

金利選択型 変動→固定（固定→固定） （１件） 11,000円 

繰上償還（全額）
残高　500万円以下 （１件） 3,300円 

住宅ローン・
 残高　1,000万円以下 （１件） 11,000円 

賃貸住宅ローン 残高　2,000万円以下 （１件） 33,000円 
残高　2,000万円超 （１件） 55,000円 

繰上償還（全額） リフォーム・生活関連ローン （１件） 3,300円 
繰上償還（他行借換）※1 住宅ローン （１件） 55,000円 

一部繰上償還※2
住宅ローン・リフォームローン （１件） 

3,300円
生活関連・賃貸住宅ローン （１件） 

ネットバンクによる 住宅ローン・リフォームローン （１件） 
無料  

一部繰上償還 生活関連ローン （１件） 

手数料額（税込）

※1　賃貸住宅ローンにて固定金利選択期間中の場合、繰上償還に係る違約金をお支払いいただきます。
※2　賃貸住宅ローンをご利用のお客さまは、店頭でのお手続きのみとなりますのでご留意ください。
※その他、詳しい内容につきましては窓口にお問い合わせください。

ＪＡひろしま 信用各種手数料一覧表ＪＡひろしま 信用各種手数料一覧表

信  用信  用
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JAネットバンクの初期設定（生体認証ログイン）

JAネットバンクの初期設定（ワンタイムパスワード）
メールアドレス入力ワンタイムパスワード

利用申請
電話番号認証成功 ワンタイムパスワードアプリ設定受信メール確認利用開始パスワード登録 電話番号認証

JAネットバンクでの振込にはワンタイムパスワードのご利用が必要です。

生体認証ログインをご利用いただくと、とても簡単にJAネットバンクへログインすることができます。

ワンタイムパスワードアプリ起動 ログイン成功生体認証ログインの設定 試してみましょう

操作に関するご不明点は、
「JAネットバンク ヘルプデスク」にて
ご対応しておりますので、お気軽にご利用ください。

また、詳しい情報はJAネットバンクホームページの
オンラインマニュアルにも掲載しております。

お困りの際のお問い合わせ先

こちらの画面が
表示されたら、
電話番号認証成功です。

お使いのスマートフォン
のメールアドレスを入力
します。

「申請する」を選択し、
「次へ」を押します。

・掲載の画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

120秒以内に先ほど選択
した「ご登録電話番号」から
「認証先電話番号」へお電話
ください。
認証成功すると、次の画面へ
自動遷移します（自動遷移
しない場合は、「確定する」
を押してください）。

TEL 0120-058-098（フリーダイヤル）　 電子メール ja-helpdesk@dream.com
平日 9：00～21：00 / 土日祝 9：00～17：00
※1月1日は終日、受け付けしておりません。
※緊急時のサービス利用停止は、24時間365日受け付けています。
　

オンラインマニュアル
（JAネットバンクホームページ左上の「＝」→
「困った時は」からご覧いただけます）
https://www.jabank.jp/manuals/manual_full/index.html

https://www.jabank.jp/

以上で
JAネットバンクの
初期設定は
すべて完了です。
 お疲れ様でした！

「ワンタイム
パスワード」の登録は
これで完了です！

最後に、
生体認証の設定を
行いましょう。

① 「サービスID」「ユーザID」を
　 控えます。

② URLを押して、
　 ワンタイムパスワードアプリ　 
　 をインストールします。

先ほど入力したメールアドレスに
送信されたメールを開きます。

「利用開始パスワード」を
忘れないでください。

！

ログインID・ログインパスワードは、
ＪＡネットバンクログイン時に使用するものです。！

スマートフォンで生体認証を
設定していただく必要が
あります。

！

JAネットバンクの
トップ画面が表示されます。
生体認証ログインは
成功です。

ワンタイムパスワードアプリを
起動して、「生体認証ログイン
利用設定」を押します。

それでは、実際に生体認証ログイン
を試してみましょう。
「生体認証でログイン」を押すと、
生体認証が要求されますので、
案内に従って認証します。

。すまし力入を」DIンイグロ「 ①

② 「ログインパスワード」を入力します。

。すまし押を」録登「 ③

以下①～③で生体認証ログインの登録
は完了です。 【JAネットバンク ヘルプデスク】

【JAネットバンク ホームページ】

① 」ドーワスパ始開用利「 を
　 「、てし録登 次へ」を押します。

② 入力内容を確認後、電話番号を選択、
　  追加認証の回答を入力します。

③ 「電話番号認証を行う」を押します。

① 」DIザーユ「」DIスビーサ「 を入力します。

② 「利用開始パスワード」を入力します。

。すましクッェチを」。るす意同に容内の記上「 ③

。すまし押を」信送「 ④

インストールした
ワンタイムパスワードアプリを起動します。

?

○○○○○○○○
○○○○○

JA○○ JA○○ JA○○

農中　太郎

○○○-○○○○-○○○○

○○○○-○○○-○○○

○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○



ＪＡ佐伯中央
〒738-0034 廿日市市宮内4473-1
TEL.0829-39-3232

ＪＡ安芸
〒736-0046 安芸郡海田町窪町8-8
TEL.082-822-0076

ＪＡ呉
〒737-0811 呉市西中央1丁目2-25
TEL.0823-25-1200

令和5年４月１日 誕生します！

９ＪＡ合併に伴う
お取引に関するご案内
９ＪＡ合併に伴う
お取引に関するご案内

“

いっ
しょが、いいね

”

合併に関するお問い合わせ

ＪＡ広島中央
〒739-0015 東広島市西条栄町10-35

TEL.082-422-2166

ＪＡ芸南
〒739-2402 東広島市安芸津町三津4258-1

TEL.0846-45-1240

ＪＡ三原
〒723-0052 三原市皆実4丁目7-28
TEL.0848-63-3434

ＪＡ広島北部
〒731-0521 安芸高田市吉田町常友1210

TEL.0826-42-1111

ＪＡ三次
〒728-8503 三次市十日市東3丁目1-1

TEL.0824-63-6111

ＪＡ庄原
〒727-0013 庄原市西本町2丁目14-1

TEL.0824-72-4271


