年金のお振り込みについて

支店統合に伴う重要なお知らせ

国民年金、厚生年金、国家公務員共済年金などの各種年金をお受け取りの方は、ＪＡで変更の手続きをいた
しますのでお客様のお手続きは必要ございません。
※お客様からお手続きが必要な場合は改めてご案内いたします。また、ＪＡでの変更手続きについて不都合が

令和４年１月
日頃より、ＪＡ越後さんとうをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

ございましたら、お手数ですが最寄りの支店窓口へお申し出下さい。
給与のお振り込みについて

ＪＡ越後さんとうでは令和４年４月１１日（月）より新体制となり、わしま支店は寺泊支店へ統合、与板
支店はみしま支店へ統合、出雲崎支店は貯金特化店舗（融資・共済業務はみしま支店へ集約）となります。
これに伴いご利用いただいておりますお取引のお手続きについて、以下のとおりご案内申し上げます。大
変ご不便とお手数をお掛け致しますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お客様の給与振込先の変更手続きが必要となります。お手数ですが新店舗名・新店舗番号の変更を勤務先の
給与事務ご担当者様へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※ご利用のお客様には個別にご案内いたします。また、口座番号が変更となるお客様には令和４年２月頃に新
口座番号を郵送でご案内いたしますので、併せてご連絡をお願いいたします。
お振込のお受け取りについて

１．わしま支店・与板支店をご利用のお客様へ

各種振込をお受け取りされているお客様は、令和４年４月１１日（月）以降、新店舗名・新口座番号でお振
店舗番号の変更について

込みいただきますよう、振込依頼人様にお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。

店舗番号は以下のとおりとなります。
令和４年４月１１日（月）から

公共料金等の自動支払について
ＪＡで変更の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。

廃止店舗名

現店舗番号

新店舗名

新店舗番号

わしま支店

021

寺泊支店

011

与板支店

058

みしま支店

051

※お客様からのお手続きが必要な場合はあらためてご連絡させていただきます。また、ＪＡでの変更手続きに
ついて不都合がございましたら、お手数ですが最寄りの支店窓口へお申し出下さい。
ご融資・ローンについて
ご融資残高、諸条件等は新店舗へ引継させていただきますので、変更手続きは必要ございません。

口座番号について
原則、口座番号の変更はございません。
ただし、一部のお客様は口座番号が変更となり、変更となるお客様には令和４年２月頃に郵送で別途ご案
内いたします。
貯金通帳（総合口座・普通貯金など）について
現在ご利用の通帳は、ＡＴＭではそのままご利用いただけます。なお、ATM で通帳繰越となった際の新
通帳は、新店舗名で発行されます。窓口でお取引いただく場合、令和４年４月１１日（月）以降の最初のお

共済のご契約について
ご契約いただいております内容を新店舗へ引継させていただきますので、原則、変更手続きは必要ございま
せん。
ただし、一部のお客様は契約番号が変更となり、変更となるお客様には令和４年１月中旬頃に別途ご案内
いたします。
JA カード・JA ポイントカードについて
現在のカードをそのままご利用いただけます。

取引時に、ＪＡで通帳磁気ストライプの書換えと店舗番号の修正手続きを行います。
定期貯金・定期積金について
証書、通帳はそのままご利用いただけますので大切に保管下さいますようお願い申し上げます。また、マ
ル優、マル特をご利用のお客様については、JA で変更手続きを行います。
手形・小切手について
ご利用のお客様へ JA から個別にご案内いたします。
キャッシュカードについて
お手元のキャッシュカードはそのままご利用いただけます。
口座番号が変更となるお客様には、新キャッシュカード（IC キャッシュカード）を令和４年４月下旬頃
に郵送にてお届けいたします。なお、ＪＡカード一体型キャッシュカードについては、変更手続のため統廃
合から３か月ほどお時間をいただきます。新キャッシュカードがお手元に届くまでの間は、現在のキャッシ
ュカードをご使用ください。

定時自動送金について
当 JA でご利用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。なお、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廃止店舗の口座の場合は、ご利用の金融機関へご確
認ください。
インターネットバンキング（個人・法人）について
現在ご利用いただいているお客様につきましては、お手続きの必要はございません。そのままご利用いただ
けます。ただし令和４年３月１０日（木）以降、廃止店舗のお客様は新規・変更・解約手続等が制限されます
のでお早目のお手続きをお願いいたします。
JA-SS 給油カードについて
現金カードおよび JA カードでの給油については変更ありません。ただし JA-SS 掛カードについては、カ
ードの差し替えが必要となりますので別途ご案内いたします。

ATM コーナー利用制限のご案内

※次のＡＴＭについては、引き続き手数料無料にてご利用いただけます。

今回の統合に伴い、わしま支店・与板支店の ATM コーナーの利用を制限させていただきます。この間に
つきましては他店舗の ATM をご利用いただきますようお願いいたします。
令和４年４月８日（金）

１５時以降休止

令和４年４月９日（土）

休止

令和４年４月１０日（日）

休止

令和４年４月１１日（月）

通常営業

▶ＪＡバンクＡＴＭ、およびＪＦマリンバンクＡＴＭ（終日無料）
▶三菱ＵＦＪ銀行ＡＴＭ（平日8:45〜18:00 は無料）
※なお、個人のお客様につきましては、当ＪＡとのお取引状況に応じて、ＪＡバンク優遇プログラムにより、引き
続き手数料が無料（定められた回数／月まで）となる場合があります。
JA バンク優遇プログラム変更のお知らせ
１．ＪＡバンク優遇プログラムとは
個人のお客様を対象としたプログラムです。ＪＡとのお取引内容を毎月末時点でポイントに換算し、その合
計ポイントにより 3 段階のステージに分け、そのステージに応じて対象となるＡＴＭ利用者手数料を無料とす

２．出雲崎支店をご利用のお客様へ
融資業務、共済業務はみしま支店に移管となり、令和４年４月１１日（月）以降は、みしま支店でのお

る優遇サービスです。申込手続きや年会費等は一切なく、どなたでも自動的に当プログラムに入会・利用可
能となります。

取り扱いとなります。

２．ポイント換算基準
ご融資・ローンについて

令和 4 年 2 月より次の項目に変更し、分かりやすいポイント設定に変更いたします。

ご融資残高、諸条件等はそのまま引継させていただきますので、変更手続きは必要ございません。なお、

お取引項目

各種案内は出雲崎支店名にてお届けいたします。

ご契約いただいております内容をみしま支店に引継させていただきますので、変更手続きは必要ございま
せん。なお、各種案内はみしま支店名にてお届けいたします。

８０点

ＪＡの准組合員・正組合員の家族の方

４０点

年金自動受取

公的年金をＪＡにてお受け取りいただいている

４０点

給 与 振 込

給与をＪＡにてお受け取りいただいている（月間５万円以上）

４０点

ＪＡで各種ローンをご利用いただいている

４０点

ローン借入

ＪＡからのお知らせ

ＪＡカード

コンビニ ATM 等利用者手数料改定のお知らせ
当ＪＡでは、令和４年４月１日（金）より、当ＪＡのキャッシュカードで、セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・
ゆうちょ銀行のＡＴＭをご利用される際の手数料につきまして、下記のとおり変更いたします。

をご利用され、その代金をＪＡの口座からお支払いされている

獲得ポイント

ＡＴＭ利用手数料無料化回数

変更後

ステージ 1

79 ポ イ ン ト 以 下

なし

（令和4年4月1日より）

ステージ 2

80～119 ポイント

1 か月間で１回

ステージ 3

120 ポ イ ン ト 以 上

1 か月間で３回

ご出金

ご入金

ご出金

平日8：45〜18：00

無料

無料

110 円

110 円

土曜9：00〜14：00

無料

無料

220 円

220 円

110 円

110 円

220 円

220 円

（平日・土曜時間外及び日曜・祝日）

JA 職員になりすました詐欺にご注意ください！
当 JA の職員がお客様の「キャッシュカード・ご印鑑」をお預かりすることや、電話および訪問等でお客様

２．ゆうちょ銀行のＡＴＭをご利用される際の⼿数料

（消費税込み）
現行

変更後

の「キャッシュカードの暗証番号」をお尋ねすることはありません。万一、そのようなことがあった場合に
は、JA および警察へご連絡いただきますようお願いいたします。

（令和4年4月1日より）

時間帯
ご入金

ご出金

ご入金

ご出金

平日 8：45〜18：00

無料

無料

110 円

110 円

土曜 9：00〜14：00

110 円

110 円

220 円

220 円

110 円

110 円

220 円

220 円

（平日・土曜時間外及び日曜・祝日）

４０点

２の基準で獲得したポイントに応じ、令和 4 年 3 月 25 日より次の内容で手数料を優遇いたします。

ご入金

上記以外

ショッピング・キャッシング・年会費支払いなどでＪＡカード

３．手数料無料化回数

（消費税込み）

現行

上記以外

（ご返済が遅れている場合は除く）

ステージ区分

１．セブン銀行・イーネット・ローソン銀行のＡＴＭをご利用される際の手数料

時間帯

ポイント

ＪＡの正組合員の方

組合員資格

共済のご契約について

お取引内容

◆お問い合わせ先◆
寺泊支店

☎0256-97-3221

みしま支店 ☎0258-42-2200

わしま支店 ☎0258-74-3777

与板支店

出雲崎支店 ☎0258-78-3171

こしじ支店 ☎0258-92-3131

こしじ支店 ☎0258-92-3131

☎0258-72-2077

本店金融課☎0258-41-2884

