
店名変更に関するお手続きのご案内～ 関東つくば銀行をご利用のお客さまへ ～

平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて来年３月の茨城銀行との合併に先立ち、お客さまとのお取引を万全な態勢で新銀行へ移行

させて頂くために、両行は重複する店舗名称等について変更をさせていただくこととなりました。

つきましては、各種お取引に係る手続き等についてご案内申し上げますので、ご参照ください

ますようお願い申し上げます。

１．店番号、口座番号のお取り扱い

＊現在ご預金など各種お取引にご利用の店番号・口座番号は変更ありませんので、そのままご

利用いただけます。

２．通帳・証書のお取り扱い

＊現在ご利用の通帳・証書は、そのままご利用いただけます。

＊通帳繰り越しの際に、変更後の支店名の通帳に切り替えさせていただきます。

３．キャッシュカード・ローンカード

＊現在ご利用のカードは、そのままご利用いただけます。

４．各種お振込金のお取り扱い

＊各種お振込金の受取口座にご利用いただいている場合お手続きが必要な場合もございますの

で、お手数ですが以下の手続きをお願い申し上げます。

（１）年金振込

＊厚生年金・国民年金・船員保険をお受け取りのお客さまは、変更のお手続きをしていただ

く必要はございません。これまでどおり自動入金となります。

＊その他の各種共済年金・企業年金等をお受け取りのお客さまは、平成 21年 12 月 30 日（水）

まではこれまでどおり自動入金となりますが、年金の種類によりその後はご入金されなく

なる場合もあり、変更のお手続きが必要となる場合があります。お手続きの方法はお受け

取りの年金の種類により異なりますので、お手数ですが、お取引店または末尾に記載のフ

リーダイヤルにお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

（２）給与振込

＊給与をお受け取りのお客さまは、平成 21 年 12 月 30 日（水）まではこれまでどおり自動

入金となりますが、その後はご入金されなくなる場合もあり変更のお手続きが必要となり

ます。お手数ですが、お勤め先の給与支払事務担当者さまに、お振込先の支店名称の変更

をご依頼していただきますようお願い申し上げます。

＊振込口座の変更のご通知を予定されているお客さまに下記の書式（雛形）をご用意致しま

したので、こちらをご利用ください。

＞＞取引銀行支店名の変更に伴う振込口座変更のご案内「ワード文書（雛形）」

（３）上記以外の振込

＊その他の振込をお受け取りのお客さまは、平成 21 年 12 月 30 日（水）まではこれまでど

おり自動入金となりますが、その後はご入金されませんので、変更のお手続きが必要とな

ります。お手数ですが、お振込人さまにご連絡いただきますとともに、お取引の店名変更

をご依頼していただきますようお願い申し上げます。



＊振込口座の変更のご通知を予定されているお客さまに下記の書式（雛形）をご用意致しま

したので、こちらをご利用ください。

＞＞取引銀行支店名の変更に伴う振込口座変更のご案内「ワード文書（雛形）」

（４）株式配当金振込

＊弊行株式の配当金振込につきましては、お客さまに変更のお手続きをしていただく必要は

ございません。

＊その他の株式配当金振込につきましては、変更のお手続きが必要となります。お手数です

が、お客さまからそれぞれの配当金支払企業さまにご連絡いただき、所定の変更届をご提

出いただきますようお願い申し上げます。

５．公共料金等ロ座振替のお取り扱い

＊お客さまに変更のお手続きをしていただく必要はございません。

６．当座預金のお取り扱い

＊平成 21 年 10 月 18 日（日）以前に振り出された手形または小切手であっても平成 21 年 10

月 19 日（月）以降に支払呈示された場合は、変更後の支店名の口座からお支払いさせていた

だきます。

＊現在のお取引支店発行の未使用の手形・小切手は、変更後の支店名発行の新しい手形・小切

手と交換させていただきます。お手数ですが、平成 21年 10 月 19 日（月）以降に変更後の支

店にご返却くださいますようお願い申し上げます。

７．その他のお取引

＊ご融資・各種ローン、生命保険、投資信託等その他のお取り扱いについては、お客さまに変

更のお手続きをしていただく必要はございません。

以上

ご不明な点がございましたら、お取引店または下記のフリーダイヤルに

お問い合わせくださいますようお願い申し上げます

フリーダイヤル 電話 ０１２０－２９８－３９０

０１２０－２９８－０３０

受付時間：午前９時～午後５時まで（土・日・祝日を除く）



平成 年 月 日

様

取引銀行支店名称変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

この度、当方の取引銀行であります関東つくば銀行の支店名変更に伴い、当方の振込口座に

つきましても、支店名が変更となります。

つきましては、お手数ですが、下記の変更日以降、当方へのお振込等は下記のとおりご変更

いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．変更日

平成２１年１０月１９日（月）

２．振込先についての変更点

変更前 変更後

銀行名 関東つくば銀行 変更ございません

支店名 支店 支店

＊ 銀行コード、店番、口座番号の変更はございません。

以上



平成 21 年 9 月

店名変更に関する「よくあるご質問と回答」

＜Ｑ１＞なぜ、この時期に店名変更するのでしょうか？目的は？

＜Ａ＞ 来年３月に茨城銀行と合併し「筑波銀行」になりますが、約３０店舗ほど両行と

も同じ支店名を使用しており、合併した時に同じ銀行支店名があっては振込などで

混乱が生じてしまうため、事前に両行で協議し重複する同じ支店名の店舗について

名称変更するものです。お客様にご負担をお掛けすることになりますが、ご理解頂

きたくお願いいたします。

＜Ｑ２＞店名変更により私の取引に変わりはあるのでしょうか？

＜Ａ＞ 当行は支店名のみの変更であり口座番号は変更ありませんので、現在のお通帳・

証書・お届け印・キャッシュカード・バンクカードはそのまま使用できます。

但し、給与振込を当行でお受取の方や一部の企業年金をお受取の方、また家賃・

配当金など受け取り指定口座としてご利用頂いているお客様については、お振込み

人へ支店名称の変更をお知らせして頂く必要があります。別紙お知らせに使用する

専用用紙・ハガキをお取引店にご用意してありますのでご利用ください。

＜Ｑ３＞店舗統廃合の話がでているが、私の取引店はどうなるのでしょうか？

＜Ａ＞ 新聞に記載されている通り将来的には効率化を考慮し店舗統廃合の予定はありま

すが、現時点では決定しておりません。お客様の利便性を考慮して今後検討してい

く予定です。

＜Ｑ４＞今後のスケジュールはどうなりますか？

＜Ａ＞ 今回ダイレクトメールを該当店の取引の皆様宛に送付させて頂きました。店名変

更は１０月１９日（月）からとなります。茨城銀行様も同様に１０月１９日から店

名変更となります。来年３月１日付けで合併し「筑波銀行」になります。その後の

予定につきましては、決定しだい後日ご連絡差し上げます。

＜Ｑ５＞今回の店名変更案内ダイレクトメールの発送先の基準はなんでしょうか？

＜Ａ＞今回のダイレクトメールは、店名変更該当店１３店舗に口座をお持ちのお客様全員

へ送付させて頂いております。

銀行の重要な変更事項のお知らせであり、お取引ある全てのお客様に通知すべき

であると考え発送させて頂きました。誠にご迷惑お掛けしますがご理解賜りたくお

願い申し上げます。

※同封書類には取引内容については一切記載されていません。個人情報はお名前と

ご住所のみです。



＜Ｑ６＞振込関係について詳しく聞きたいのですが？

＜Ａ＞ お振込みについては、お客様の口座へお振込みをなさる相手方へご連絡が必要と

なります。

お客様の銀行名・口座番号は変わりませんが、支店名が１０月１９日から変更と

なります。よって、お振込みについては１０月１６日までは今までどおり現在の支

店名の記入で問題はありませんが、１０月１９日からはお振込先支店名を新しい支

店名に変更していただく必要があります。

変更のご連絡をお客様から相手方へ通知して頂くことになります。大変ご面倒お

掛けしますが、お電話または専用用紙・通知用ハガキをご利用頂き相手方へご連絡

下さい。用紙は該当店窓口にご用意してあります。お早目のご対応をお願いします。

＜Ｑ７＞年金を受け取っているが、特に手続きはあるのでしょうか？

＜Ａ＞はい、年金のお振込みご指定頂きありがとうございます。今回は年金の種類によっ

てお手続きが必要となる場合があります。ほとんどの年金は店名変更の手続きを当

行にて対応いたしますが、一部の年金はお客様にお手続きをお願いすることになり

ます。

お手続きが必要な場合は、専用用紙か通知用ハガキで年金の事務方へ通知をお願

いします。用紙はダイレクトメールでお送りしてありますが、窓口にもご用意して

あります。

※手続不要な年金～国民年金・厚生年金・船員年金・国家公務員共済年金・地方職

員共済年金・公立学校共済年金・市町村職員共済年金・農林漁業団体職員共済年金・

私立学校共済年金・東京都職員共済年金・日本鉄道共済年金・警察共済年金・厚生

年金基金・国民年金基金・労災年金

※変更手続きが必要な年金～個別の企業年金・・・個別に確認が必要です。

＜Ｑ８＞給与振込の受け取り口座に利用しているが何か手続きはあるのでしょうか？

＜Ａ＞はい、給与振込ご指定頂きありがとうございます。今回の店名変更によりお客様の

お手続きが必要となります。お勤め先の給与振込のお手続きをしているご担当者へ

お電話やダイレクトメール同封の書類を使用して取引銀行支店名の変更のご連絡を

お願いします。ハガキ及び専用用紙はお取引店にご用意してあります。

＜Ｑ９＞配当金・家賃・不動産地代の振込指定で利用しているが何か手続きが必要ですか？

＜Ａ＞ありがとうございます。当行株の配当金受け取り指定口座については当行で一括し

て変更の手続きをさせて頂きますのでお客様によるお手続きは不要です。

その他企業の株式配当金受取については、誠にご面倒お掛けしますがお客様に受

け取り支店名変更のご連絡のお手続きをお願いします。（お取引の証券会社等へ）

また家賃や地代などお客様がお受取になっているものについても、ご面倒お掛け

しますがお振込みの相手様へお電話や専用用紙または通知用ハガキを利用してご連



絡をお願いします。

＜Ｑ１０＞当座預金取引しているが、何か変更はありますか？

＜Ａ＞ありがとうございます。今回の店名変更により１０月１９日から新しい支店名の小

切手帳・手形帳をお渡しする予定です。１０月上旬にまでに詳細なご連絡をさせて

頂く予定でおりますので少々お待ち下さい。切替え分については、手数料無償で対

応させて頂きます。その時点で残っている小切手帳・手形帳は回収させて頂きます。

（※詳しくはお取引店へお問合せ下さい）

また既にお支払い等でご使用いただいた小切手・手形はそのままで結構です。１０

月１９日以降旧支店名の小切手・手形が呈示された場合は通常のお取扱となります。

＜Ｑ１１＞投資信託・年金保険の取引をしていますが何か変更はありますか？

＜Ａ＞特にお客様にお願いするお手続きはございません。

＜Ｑ１２＞ＡＴＭ：お振込みカードはどうなりますでしょうか？

＜Ａ＞今回該当店への旧店名の振込カードはＨ２１年１２月３０日までご利用いただけま

す。但しＨ２２年１月４日付けの振込予約は出来ませんのでご注意ください。１０

月１９日以降は旧店名のカードから新店名のカードにお切り替えください。

＜Ｑ１３＞案内が届いたが名義人は既に死亡しておりどうすればよいのですか？

＜Ａ＞お手数をお掛けしますが、お取引店へお問合せ下さい。基本的に相続のお手続きを

して頂くことになります。（※詳細は窓口でご確認下さい）

＜Ｑ１４＞定期預金・定期積立などは何か手続きはありますでしょうか？

＜Ａ＞今回は店名変更だけであり、口座番号は変更ありません。よってお客様にお手続き

して頂くことは何もございません。証書・通帳・印鑑・キャッシュカード・バンク

カードもそのままご利用いただけます。

＜Ｑ１５＞融資の取引をしているが、何か変更はあるのか？

＜Ａ＞店名変更に際しお手続きをすることは、特にございません。

＜Ｑ１６＞住所が変わっているがどうすればよいのか？

＜Ａ＞はい、恐れ入りますが、お取引の支店窓口で住所変更のお手続きをお願いします。

通帳・お届印・本人確認書類をご持参の上お取引店へご来店下さい。

＜Ｑ１７＞茨城銀行の書類も関東つくば銀行で受付できるのか？

＜Ａ＞恐れ入りますが合併前ですので、茨城銀行様の書類は茨城銀行様へご提出願います。

以上



店番 現在の店舗名称 店番 店番 現在の店舗名称 店番

002 水戸支店 002 泉町支店 イズミチョウ 121 日立支店 121 日立中央支店 ヒタチチュウオウ

005 下館支店 005 筑西支店 チクセイ 122 多賀支店 122 多賀駅前支店 タガエキマエ

006 大子支店 006 大子駅前通支店 ダイゴエキマエドオリ 123 大みか支店 123 大みか駅前支店 オオミカエキマエ

007 竜ヶ崎支店 007 竜ヶ崎東支店 リュウガサキヒガシ 124 ひたちなか支店 124 勝田東支店 カツタヒガシ

009 太田支店 009 太田西支店 オオタニシ 141 土浦支店 141 土浦駅前支店 ツチウラエキマエ

013 江戸崎支店 013 江戸崎西支店 エドサキニシ 142 荒川沖支店 142 荒川本郷支店 アラカワホンゴウ

016 鉾田支店 016 鉾田中央支店 ホコタチュウオウ 143 研究学園都市支店 143 松代支店 マツシロ

043 波崎支店 043 土合支店 ドアイ 145 伊奈支店 145 伊奈板橋支店 イナイタバシ

054 大洗支店 054 磯浜支店 イソハマ 151 石岡支店 151 石岡駅前支店 イシオカエキマエ

056 結城支店 056 結城南支店 ユウキミナミ 154 取手支店 154 西取手支店 ニシトリデ

067 下館支店
下館駅南出張所 067 筑西支店

下館駅南出張所
チクセイシテン
シモダテエキナン 155 牛久支店 155 牛久中央支店 ウシクチュウオウ

212 古河支店 212 古河中央支店 コガチュウオウ 156 守谷支店 156 守谷けやき台支店 モリヤケヤキダイ

224 宇都宮支店 224 宇都宮東支店 ウツノミヤヒガシ 159 美浦支店 159 美浦南支店 ミホミナミ

163 鹿島支店 163 鹿嶋南支店 カシマミナミ

165 神栖支店 165 神栖東支店 カミスヒガシ

174 総和支店 174 総和南支店 ソウワミナミ

177 岩井支店 177 岩井西支店 イワイニシ

178 境支店 178 境東支店 サカイヒガシ

312 小山支店 312 小山東支店 オヤマヒガシ

※店番順で表示。店番に変更はありません。

※「関東つくば銀行 水戸支店」および「茨城銀行 土浦支店」の店名変更につきましては、現在の両行の本店所在地（水戸市：茨城銀行、
土浦市：関東つくば銀行）と類似した店名となっており、合併後の誤認（両行の現本店と認識相違）を防止するために店名を変更する
ことといたしました。

店舗名称変更一覧
変更日：平成21年10月19日（月）

茨 城 銀 行

変更後の店舗名称（ﾌﾘｶﾞﾅ） 変更後の店舗名称（ﾌﾘｶﾞﾅ）

関 東 つ く ば 銀 行

※「筑西支店下館駅南出張所」宛にお振込みの場合は、従来ど
おり「シモダテエキナン」とご記入下さい。


