
合併に伴うお知らせ
　日頃より、JAをご利用いただきありがと
うございます。
　下越南地区５JA（JA越後中央、JA新潟
みらい、JA新津さつき、JA北蒲みなみ、
JAささかみ）は令和４年４月１日に合併し、
『JA新潟かがやき』として新たにスタート
いたします。
　合併に際しましては、JA名の変更などお
手数をおかけすることがございますが、何
卒ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

令和４年4月１日㈮より
JA新潟かがやき

となります。

越後中央農業協同組合
新潟みらい農業協同組合
新津さつき農業協同組合
北蒲みなみ農業協同組合
ささかみ農業協同組合

重 要
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１．金融店舗の名称・コードについて
　お取引店舗の金融機関名、金融機関コード※、店舗
コード※が変更となりますので、「合併に伴うＪＡ店舗新
旧対比表」（５・６ページ）にてご確認ください。なお、
一部店舗では、店舗名が変更となります。
　※ JA 越後中央につきましては、金融機関コードおよび

店舗コードの変更はございません。

２．金融店舗の営業時間について
　金融店舗の営業時間については以下の通りとなりま
す。なお、一部店舗では昼休業時間帯を設けています。

営業時間 平日　９：００～１５：００
　※ＡＴＭにつきましては、ご利用時間の変更はございま
せん。

３．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については
以下の通りとなります。

店舗名 ローンセンター
吉田店※１

ローンセンター
亀貝店※２

平　日 ９：００～１８：００ ９：００～１８：００
土曜日 休　業 ９：３０～１６：００
日曜日 ９：３０～１６：００ ９：３０～１６：００
祝　日 休　業 休　業
定休日 水曜日 水曜日
　※１…現在のＪＡ越後中央ローン営業センター
　※２…現在のＪＡ新潟みらいローンセンター

★�以下に簡単なＱ＆Ａを記載しておりますので、
　ご一読ください。

口座番号の変更はありますか？Q1．

��A1．���当座性貯金（当座・普通・貯蓄貯金）、定期性
貯金（定期、定期積金）ともに口座番号の変
更はございません。
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現在利用している貯金通帳・証書・キャッシュ
カードはどうなりますか？Q2．

��A2．���≪貯金通帳について≫
引き続きＡＴＭでのご利用は可能です。なお、
通帳が満頁になった際に自動的にＪＡ新潟かがや
きの新通帳に切り替わります。
≪定期証書・定積証書について≫
これまで通りご利用いただけます。証書をお切
り替えいただく必要はございません。
≪キャッシュカード・ＪＡカードについて≫
お手持ちのキャッシュカード・ＪＡカード（一体型・
単体型）はこれまで通りご利用いただけます。
キャッシュカードに記載されている金融機関コー
ド・店舗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自動支払
いをご依頼される場合やお振込をされる場合に
は、新しい金融機関コード・店舗コードでご依
頼いただきますようお願いいたします。
≪ＩＣキャッシュカードでのＡＴＭ振込について≫
ＩＣキャッシュカードに登録された旧ＪＡの振込情
報については、令和４年４月８日（金）より使用で
きなくなります。大変お手数ですが、令和４年４
月８日（金）以降ＡＴＭで再度ご登録をお願いいた
します。

振込の受取り口座を JAの口座に指定して
いますが、何か手続きが必要でしょうか？Q3．

��A3．���現在、ＪＡの口座を各種お振込のお受け取り口
座にご指定いただいている場合は、令和４年４
月１日より振込口座の金融機関名、金融機関コー
ド、店舗コード等が変更になる旨、お振込をさ
れる方にご連絡いただきますようお願いいたし
ます。
※令和４年７月１日までは読替対応期間となってお
りますが、早めの手続きをよろしくお願いいた
します。
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定時自動送金の振込先にＪＡの口座を指定し
ていますが、何か手続きが必要でしょうか？Q4．

��A4．���ＪＡにお申込みいただいている定時自動送金に
つきましては、お手続きの必要はございません。
ただし、他金融機関でご利用いただいている同
様のサービスで送金先がＪＡの場合は、ご利用
の金融機関へご確認ください。

公共料金や税金、クレジットカードの引落にＪＡの口座を
指定しているのですが、何か手続きが必要でしょうか？Q5．

��A5．���ＪＡの口座を口座振替（自動振替）にご指定い
ただいているお客様は、変更のお手続きの必
要はございません。

年金受取り口座をＪＡに指定していますが、
何か手続きが必要でしょうか？Q6．

��A6．���公的年金（一部除く）をＪＡの口座でお受け取り
になっているお客様は、変更のお手続きの必要
はございません。ただし、公的年金以外の年金
につきましては、年金の支払先へ変更手続きの
要否をご確認いただきますようお願いいたしま
す。

給与振込口座をＪＡに指定していますが、何
か手続きが必要でしょうか？Q7．

��A7．���給与振込口座をＪＡにご指定いただいているお
客様は、お勤め先の給与支払事務ご担当者様
に新しい金融機関名等※をご連絡くださいます
ようお願いいたします。また、新しい金融機
関名でのお振込みは合併日
（令和４年４月１日）以降と
していただくよう合わせて
お伝えください。
※「合併に伴うJA 店舗新旧
対比表」（５・６ページ）にて
ご確認ください。
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ＪＡネットバンク（個人・法人）を利用して
いますが、何か手続きが必要でしょうか？Q8．

��A8．���≪個人のお客様≫
変更のお手続きは必要ございません。ただし、
令和４年３月１６日～令和４年３月３１日の期間は新
規申込・申込内容変更・解約等ができなくなり
ます（振込・振替、残高照会、入出金明細照会
等はご利用可能です）。
また、合併日（令和４年４月１日）の午前０時か
ら午前６時まではＪＡネットバンクはご利用いただ
けません。

≪ワンタイムパスワードをご利用のお客様≫
金融機関コードが変更となるお客様につきまし
ては、合併後にワンタイムパスワードが解除さ
れますので、再度利用申請が必要です。
ご利用の手順は、ＪＡネットバンクオンラインマ
ニュアルをご参照ください。

≪法人のお客様≫
変更のお手続きは必要ございません。ただし、
令和４年３月１６日～令和４年３月３１日の期間は新
規申込・申込内容変更・解約等ができなくなり
ます（振込・振替、残高照会、入出金明細照会、
伝送サービス等はご利用可能です）。

現在利用している融資について何か変更手
続きが必要でしょうか？Q9．

��A9．���変更のお手続きは必要ございません。今まで通
りご利用いただけます。ご返済につきましても、
ご指定の口座より従来通り引き落しさせていた
だきます。
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合併に伴うＪＡ店舗新旧対比表
【令和４年３月31日まで】合併前

金融機関名
（金融機関コード）

店舗
コード 店舗名

越後中央農業協同組合
（金融機関コード：5600）

001 本店
006 こしわ支店
010 岩室支店
013 弥彦支店
014 分水支店
017 吉田支店
020 黒埼支店
024 中央支店
026 中之口支店
027 西川支店
028 燕支店

新潟みらい農業協同組合
（金融機関コード：5577）

001 本店
007 しろね南支店
010 しろね北支店
011 五泉支店
012 村松支店
015 阿賀支店
014 横越支店
013 亀田支店
017 坂井輪支店
020 赤塚支店
021 中野小屋支店
019 内野町支店
018 小針出張所

新津さつき農業協同組合
（金融機関コード：5585）

001 本所
006 新津支所
004 荻川支所
010 小須戸町支所

北蒲みなみ農業協同組合
（金融機関コード：5541）

001 本店
005 安田支店
006 京ヶ瀬支店

ささかみ農業協同組合
（金融機関コード：5542） 001 本所
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金融機関名
（金融機関コード）

店舗 
コード 店舗名 カナ名

新潟かがやき
農業協同組合

（金融機関コード：
5600）

001 本店 ホンテン
006 こしわ支店 コシワシテン
010 岩室支店 イワムロシテン
013 弥彦支店 ヤヒコシテン
014 分水支店 ブンスイシテン
017 吉田支店 ヨシダシテン
020 黒埼支店 クロサキシテン
024 中央支店 チュウオウシテン
026 中之口支店 ナカノクチシテン
027 西川支店 ニシカワシテン
028 燕支店 ツバメシテン
－ － －
101 しろね南支店 シロネミナミシテン
102 しろね北支店 シロネキタシテン
103 五泉支店 ゴセンシテン
104 村松支店 ムラマツシテン
105 阿賀支店 アガシテン
106 横越支店 ヨコゴシシテン
107 亀田支店 カメダシテン
108 坂井輪支店 サカイワシテン
109 赤塚支店 アカツカシテン
110 中野小屋支店 ナカノコヤシテン
111 内野町支店 ウチノマチシテン
112 小針出張所 コバリシュッチョウジョ
－ － －
113 新津支店 ニイツシテン
114 荻川支店 オギカワシテン
115 小須戸支店 コスドシテン
116 あがの支店 アガノシテン
117 安田支店 ヤスダシテン
118 京ヶ瀬支店 キョウガセシテン

119 ささかみ支店 ササカミシテン

合併に伴うＪＡ店舗新旧対比表
【令和４年４月１日から】合併後
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合併に伴う共済掛金の振替日について
　令和４年４月１日より、皆様より契約いただいており
ます共済契約の掛金振替日を毎月２６日とさせていた
だきます。

合　併　前
（振替日２６日以外のＪＡ）
年払契約

JA 新潟みらい、JA新津さつき
JA北蒲みなみ、JAささかみ

２７日

月払契約
JA 北蒲みなみ、JAささかみ ２７日

合　併　前
（再振替日８日以外のＪＡ）

JA越後中央　 ５日

JAささかみ　１０日

※ JA 越後中央の年払、月払契約は変更ありません。
※ JA 新潟みらい、JA新津さつきの月払契約は変更あり
ません。

なお、26日に振替できなかった場合の
再振替日は翌月８日となります。

※ JA 新潟みらい、JA 新津さつき、JA 北蒲みなみの再
振替日は変更ありません。

【変更内容】
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合併に伴う共済掛金の振替日について

合　併　後
（令和４年４月振替分より）

年　払
２６日

月　払

合　併　後
（令和４年５月再振替分より）

８日

※他金融機関からのお振替は（毎月１２日）で変更ありま
せん。
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Q1．��自動車車検料金表は令和４年４月１日から価格変
更はありますか？

A1．変更になる場合があります。
詳しくは最寄りの車両センターへご確認ください。

Q2．��自動車車検は令和４年４月１日受付が可能ですか？

A2．自動車車検は国土交通省からの許可が必要な為、
令和４年４月１日から４月５日頃まで車検の受付が
できません。５日間を除いた日程で予定をお願い
します。

Q3．��給油所は令和４年３月３１日から令和４年４月１日の
営業時間変更はありますか？

A3．計量器設定変更の為、令和４年３月３１日から令和
４年４月１日のいずれか１日休業させていただきま
す。

Q4．��現在使用している給油カードは令和４年４月１日以
降使用できますか。

A4．ＪＡ新潟みらい、ＪＡ新津さつき、ＪＡ北蒲みなみ、
ＪＡささかみ管内の給油カードをお持ちの方は４月
１日以降使用が出来ません。４月１日から新カード
を使用することになります。
新カードの受取方法は発行給油所へご確認ください。
ＪＡ越後中央管内の給油カードを使用している方は
そのまま使用可能です。
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Q5．��購買取引請求明細書の締切日および決済日の変
更はありますか？

A5．以下の表のとおりになります。

購買取引請求明細書締切日 購買代金決済日

　２０日 １０日

　２５日 ２４日

　末日 ２５日
※ＪＡ新潟みらいは変更ありません。

Q．出資金はどうなりますか？

A．現在の出資１口金額は各ＪＡで異なりますが、
新ＪＡでは現在出資いただいている出資金は
そのまま引き継ぎます。
１口 1,000 円となるため口数が変更となる場
合があります。
合併後、組合員の皆様にはＪＡ新潟かがやき
の「出資金残高通知書」をお届けいたします
ので、保有金額等をご確認ください。



ご不明な点がございましたら、
現在お取引いただいているＪＡへ
お問い合わせくださいますよう

お願い申し上げます。

■ＪＡ越 後 中 央 ☎0256-70-1500

■ＪＡ新潟みらい ☎025-373-2105

■ＪＡ新津さつき ☎0250-25-1211

■ＪＡ北蒲みなみ ☎0250-62-1000

■ＪＡさ さ か み ☎0250-62-2410


