美笹支店・鳩ケ谷南支店・八幡木支店・中丸支店
店舗統合についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜りまして誠にありがとうございます。
さて、当 JA の美笹支店・鳩ケ谷南支店・八幡木支店・中丸支店は組織体制整備の
一環として、令和３年３月１２日（金）をもって営業を終了させていただき、美笹支店を
戸田支店に、鳩ケ谷南支店と八幡木支店を鳩ケ谷支店に、中丸支店を石戸支店に
統合（継承）することとなりました。また、これに伴い、石戸支店は「北本支店」に店舗
名称が変更となります。
組合員をはじめご利用いただいております地域の皆さまには、長年に渡りご愛顧
いただきましたことを心よりお礼申し上げます。
美笹支店・鳩ケ谷南支店・八幡木支店・中丸支店の業務は各継承店舗が引継ぎ、
統合後におきましても、組合員や地域の皆さまのご期待に応えるよう、より一層のサー
ビス強化を図り自己改革に尽力して参りますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、店舗統合に伴うお取引について別添にてご案内させていただきますので、
ご一読いただきますようお願い申し上げます。
ご利用者さまには、大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。
略儀ではございますが、書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具

令和３年２月吉日
さいたま農 業 協 同 組 合
代表理事組合長 清水 節男

１．店舗統合について

３．各種融資・ローンのお取引について

美笹・鳩ケ谷南・八幡木・中丸支店の営業は令和３年３月１２日（金）の午後３時００分をもって終了
させていただき、３月１５日（月）より継承店舗へ引き継ぎます。

現在ご契約中の融資内容について変更はございません。
※３月１５日（月）以降、継承店舗に引継ぎさせていただきます。

また、石戸支店は統合に伴い、３月１５日（月）より「北本支店」に名称が変更となります。
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さいたま農業協同組合 中丸支店

お手続きを要する場合がございます。その際は別途ご案内させていただきますので、お手数で
(２) 給与・家賃等の振込受取口座に指定されている方
給与・家賃等をお受け取りになられているお客さまにつきましては、恐れ入りますが、振込人
さま（ネットバンクによる振込人さま含む）に３月１５日（月）以降のお振込み分から、振込

さいたま農業協同組合 八幡木支店

中丸支店

お客さまのお手続きは必要ございません。ただし、年金支給機関によっては、お客さまからの
すが支給機関への変更手続きをお願いいたします。

さいたま農業協同組合 鳩ケ谷南支店

八幡木支店

４．お振込み（年金・給与等）のお受取りについて

先金融機関を「継承店舗名」・「継承店舗コード」（「新口座番号＊」）にてお振込みいただきます
よう、変更のご連絡をお願いいたします。
＊口座番号が変更となるお客さまには、別途ご案内させていただきます。
【重要】変更連絡をされませんと、３月１５日（月）以降お振込みができない場合がございます

さいたま農業協同組合 北本支店
※石戸支店の新名称です。

ので、ご留意いただきますようお願いいたします。
また、3 月 12 日（金）午後 3 時 00 分～14 日（日）の間は、振込をお受け取りでき
ません。3 月 15 日（月）以降、改めてお振込みいただくよう振込人さまにご連絡をお願

２．貯金のお取引について

いいたします。

(１) 通帳（総合口座、普通貯金、定期貯金、積立式定期貯金、納税準備貯金の各種通帳）
現在ご利用中の美笹・鳩ケ谷南・八幡木・中丸支店の貯金通帳は、令和３年３月１５日（月）
以降、窓口でのご利用ができなくなります。
恐れ入りますが、３月１５日（月）以降に現在のお取引店舗の継承店舗窓口に通帳をご持参
いただき、新通帳への切替手続きをお願いいたします。
なお、店舗統合により、一部のお客さまの口座番号が変更となります。
※口座番号が変更となるお客さまには、別途ご案内させていただきます。
※切替手続きは、継承店舗以外の店舗では対応できませんのでご留意願います。
※お手元の通帳は、ＡＴＭでのお取引に限り統合後もそのままご利用いただけます。
※石戸支店の通帳は、名称変更後もそのままご利用いただけます。
(２) 証書（定期、定期積金の各証書）
現在お持ちの証書をそのままご利用いただけます。（口座番号の変更はございません）
(３) 口座振替（公共料金等）による自動引落
お客さまのお手続きは必要ございません。
(４) 手形・小切手用紙
３月１５日（月）以降に継承店舗名の手形・小切手用紙と差替えさせていただきます。

5．JA ネットバンクについて
次の期間、ご契約に係る一部のお取引が制限されます。
・2 月 12 日（金）～3 月 12 日（金）：登録・変更・開設のお取引
・2 月 26 日（金）～3 月 12 日（金）：解除・解約のお取引
・3 月 12 日（金）午後 3 時 00 分～3 月 14 日（日）終日：振込・振替のお取引
６．共済のお取引について
お客さまのお手続きは必要ございません。お手元の証書類はそのまま保管してください。
※３月１５日（月）以降のご契約のお申込み、共済掛金のお支払い、自動車共済等継続のお申込み、
各種事故のご連絡、長期共済請求等のお手続き・ご相談は、継承店舗での対応となります。
７．購買品のご注文、直売所の営業について
(１) 3 月 15 日（月）以降のお米等購買品のご注文は、継承店舗へご注文ください。
(２) 中丸支店に隣接の北本駅前直売所は、引続き営業いたします。
＊平日・土曜日 10 時００分～17 時 00 分（日曜祝日定休）

※該当のお客さまには、別途ご案内させていただきます。
(５) キャッシュカード（ローンカード含む）
現在お持ちのキャッシュカードをそのままご利用いただけます。
統合直後は、通帳切替等のため窓口が大変混雑いたしますので、ATM のご利用にご協力願います。
※コロナ感染拡大防止のため入場制限を行う場合がございますので、予めご了承ください。

８．その他
お取引内容により、本状が重複して送付される場合がございます。
また、システムの都合により、３月１５日（月）の移転後も差出人に旧店舗名等が表示される場合
がございますので、予めご了承ください。

店舗統合後の支店設置 ATM・貸金庫について

継承店舗ご案内図

１．鳩ケ谷南支店・中丸支店 ATM について

戸田支店

鳩ケ谷南・中丸支店に現在設置しております ATM は、当面の間、継承店舗の店外 ATM として継続
設置いたします。
なお、店舗統合作業のため、以下のとおり営業時間を変更させていただきますのでご了承願います。
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統
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ATM 営業時間
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鳩ケ谷南支店 ATM
３月１３日(土)

中丸支店 ATM

終日休業※
３月１４日(日)
３月１５日(月)

平日・土曜日・日曜日・祝日
午前８時００分～午後９時００分
※事情により、営業時間は変更となる
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（旧鳩ケ谷南支店 ATM）
北本支店店外 ATM

３月１６日(火)以降

鳩ケ谷支店
川口JCT
東京外環自動車道

場合がございます。また、ゴールデ

（旧中丸支店 ATM）

川口市立グリーンセンター

ンウィーク・年末年始は、営業時間
が変更となる場合がございます。

県立川口高校

※他店舗・他 JA・コンビニ・提携金融機関 ATM でのお取引は通常通りです。
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２．美笹支店・八幡木支店 ATM について

鳩ヶ谷庁舎

「鳩ヶ谷歩道橋」

サイゼリア

「鳩ヶ谷変電所前」

美笹・八幡木支店のＡＴＭは、令和３年３月１２日（金）午後３時で営業を終了させていただきます。
西川口陸橋通り

ご利用者さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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安楽亭

設置 ATM
美笹支店 ATM
八幡木支店 ATM

日

付

３月１２日(金)
（ATM 最終営業日）

ATM 営業時間

南鳩ヶ谷駅

午前８時００分～午後３時００分※

北本支店（現 石戸支店）

※他店舗・他 JA・コンビニ・提携金融機関 ATM でのお取引は通常通りです。

至

３．美笹支店・鳩ケ谷南支店・八幡木支店の貸金庫について
美笹・鳩ケ谷南・八幡木支店の貸金庫は、ご利用ができなくなります。

JR北本駅

現在、貸金庫をご利用のお客さまには、別途ご案内させていただきます。

西中央通り
中丸支店

北本中
石戸支店

「多聞寺」

石戸大師

各お取引店舗へお問い合わせください。（お問い合わせ時間：午前 9 時００分～午後５時００分）

北本郵便局

ファミリーマート

至

http://www.ja-saitama.or.jp/store/

「北本四丁目」

北本西小
北本市役所

※店舗統合についてご不明な点がございましたら、本店経営改善室（☎048-661-6351）または

※以下のＪＡさいたま公式ホームページからも店舗情報の確認ができます。
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