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ご 挨 拶 

 

 

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り、厚く御礼申し上げます。 

さて、既にご高承のとおり、中部銀行は日本承継銀行を経由し、静

岡中央銀行、清水銀行及び東京スター銀行に営業譲渡する契約を平

成１４年１２月６日に締結いたしました。 

この契約に伴い、平成１５年３月３日に中部銀行の１１店舗（本文の

１頁をご参照下さい）のお客様は、静岡中央銀行に預金・積金等のお

取引を譲渡させて頂くこととなりました。 

ここに慎んでご報告申し上げます。 

現在、ご預金等を円滑に譲渡するべく準備を進めておりますが、お

客様にお手続き等をお願いする場合もございますので、宜しくお願い

申し上げます。 

また、静岡中央銀行におきましてもサービスの維持・向上に努めて

まいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

なお、ご融資取引のお手続きにつきましては、別途ご案内させて頂

いております。 

今後とも引き続き皆様にご愛顧賜りますよう、衷心よりお願い申し上

げます。 

 

敬  具 

 

平成１５年１月吉日 
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Ⅰ．新しいお取引店について 

 

１．お取引店について１．お取引店について１．お取引店について１．お取引店について    

平成１５年３月３日(月)（営業譲渡日）以降、お客さまのお取引店は以下の

とおりに変更させて頂きます。なお、平成１５年２月２８日(金)までは引き

続き現在のお取引店をご利用頂けます。 

    

    

静岡中央銀行（０５３８） 
中部銀行 

お取引店名 

（店舗番号） 

お取引店名 

（店舗番号） 

住所 電話番号 

吉原支店 

(014) 

吉原支店 

(007) 

富士市吉原２丁目４

番４号 
0545-52-5125 

富士宮北支店 

(045) 

富士宮支店 

(008) 

富士宮市ひばりが丘

1124番地 
0544-26-8121 

沼津支店 

(017) 

本店営業部 

(002) 

沼津市大手町４丁目

７６番地 
055-962-6111 

沼津北支店 

(044) 

沼津北支店 

(010) 
沼津市寿町３番３号 055-921-1766 

三島支店 

(020) 

三島支店 

(004) 
三島市本町７番２６号 055-975-2300 

御殿場支店 

(019) 

御殿場支店 

(006) 

御殿場市新橋１９８０

番地の２ 
0550-82-1345 

南熱海支店 

(051) 

熱海支店 

(041) 

熱海市銀座町１０番２

３号 
0557-81-6191 

熱海支店 

(026) 

熱海支店 

(041) 

熱海市銀座町１０番２

３号 
0557-81-6191 

稲取支店 

(024) 

稲取支店 

(043) 

賀茂郡東伊豆町稲取

７０８番地の１ 
0557-95-1200 

静岡中央銀行（０５３８） 中部銀行 

お取引店名 

（店舗番号） 

住所 電話番号 

下田支店 

(023) 

下田支店 

(044) 

下田市２丁目１０番１

７号 
0558-22-3331 

松崎支店 

(022) 

松崎支店 

(046) 

賀茂郡松崎町松崎３

７５番地の４ 
0558-42-0280 

（注） 富士宮北支店でお取引されているお客さまは、静岡中央銀行の富士

宮支店が、平成１５年３月３日(月)（営業譲渡日）より、中部銀行富士宮北支

店の店舗に移転致しますので、お取引店の所在地の変更はございません。 
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Ⅱ．各種預金取引をご利用のお客さまへ 

 
１．普通預金・総合口座・貯蓄預金等をご利用のお客さまへ１．普通預金・総合口座・貯蓄預金等をご利用のお客さまへ１．普通預金・総合口座・貯蓄預金等をご利用のお客さまへ１．普通預金・総合口座・貯蓄預金等をご利用のお客さまへ    

(1)ご預金の適用利率について 

普通預金・貯蓄預金・納税準備預金のお利息は、平成１５年３月３日

(月)以降は静岡中央銀行の店頭表示利率を適用し、平成１５年３月２日

(日)までの中部銀行の利息と合わせて、静岡中央銀行の利息決算日

（2月・8月第２土曜日）の翌営業日にお支払い致します。 

 

(2)通帳の切り替えについて 

普通預金・貯蓄預金・納税準備預金をご利用のお客さまは、平成１５年

３月３日(月)以降、静岡中央銀行の新通帳に切り替えさせて頂きます。

中部銀行の通帳とお届け印をご持参のうえ、静岡中央銀行のお取引

店窓口にお申しつけ下さい。なお、未記帳取引は、新通帳に記帳でき

ませんので、平成１５年２月２８日(金)までに中部銀行の店舗でご記帳

下さい。 

なお、営業譲渡日までにご記帳できていない未記帳取引の明細につ

いては、中部銀行より営業譲渡日以降に郵送致します。 

 

(3)総合口座について 

総合口座の当座貸越につきましては、中部銀行との総合口座に関す

る約定ならびにこれに付随する権利義務関係を静岡中央銀行に引き

継がせて頂きます。 

貸越残高となっている場合も、そのままお引継ぎ致します。 

 

(4)新しい口座番号について 

ご預金など各種お取引きにご利用いただいております口座番号は、

平成１５年３月３日(月)以降、静岡中央銀行の新口座番号に変更させ

て頂きます。 

新口座番号は、平成１５年１月下旬に郵送にてお知らせ致します。な

お、中部銀行のお取引店でも平成１５年１月下旬以降ご照会いただ

けますのでお問い合わせ下さい。 

 

(5)キャッシュカード(法人カード含む)について 

新しいキャッシュカードは、平成１５年２月上旬までに静岡中央銀行よ

りお届けのご住所へ郵送され、平成１５年３月３日(月)以降ご利用頂け

ます。暗証番号につきましては中部銀行にお届けの番号で引き続き

ご利用頂けます。 

また、現在ご利用頂いております中部銀行のキャッシュカードは、平

成１５年２月２８日(金)１５時までご利用頂けますが、それ以降はご利

用頂けなくなりますので、お手数ですがお手元でご裁断のうえ破棄願

います。 

なお、営業譲渡に伴う引き継ぎのために平成１５年３月１日（土）、平成

１５年３月２日（日）はキャッシュカードをご利用頂けませんのでご承

知おき下さい。 

 

(6)代理人カードについて 

お客さまにご利用いただいております代理人カードは、平成１５年２月

２８日（金）１５時までご利用頂けますが、それ以降はご利用頂けなくな

りますのでお手数ですがお手元で裁断のうえ破棄願います。 

なお、引き続きご利用を希望されるお客さまは、平成１５年３月３日

(月)以降、静岡中央銀行のお取引店窓口にお申しつけ下さい。 

 

(7)貯蓄総合口座「トライアングル」通帳について 

静岡中央銀行には同様の複合通帳のお取扱いがございませんので、

中部銀行の通帳は平成１５年３月３日(月)以降、後記のとおり静岡中央

銀行の複数の新通帳に切り替えさせて頂きます。中部銀行の通帳と

お届印をご持参のうえ、静岡中央銀行のお取引店窓口へお申しつけ

下さい。 
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 (8)スーパージャンプ通帳について 

静岡中央銀行には同様の複合通帳のお取扱いがございませんので、

中部銀行の通帳は平成１５年３月３日(月)以降、後記のとおり静岡中

央銀行の定期預金通帳に切り替えさせて頂きます。中部銀行の通帳

とお届印をご持参のうえ、静岡中央銀行のお取引店窓口へお申しつ

け下さい。 

 

お取引種類 静岡中央銀行でのお取扱い 

積立定期預金 

定期預金 

定期預金通帳に切り替えさせて頂

きます。 

 

(9)貯蓄預金スウィング契約について 

普通預金と貯蓄預金とのスウィングサービスは、平成１５年２月２８日

(金)で中止致しますが、静岡中央銀行にも同様のサービスの取扱い

がございますので、引き続きご利用を希望されるお客さまは静岡中央

銀行のお取引店窓口へお申しつけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自動受取りをご利用のお客さまへ２．自動受取りをご利用のお客さまへ２．自動受取りをご利用のお客さまへ２．自動受取りをご利用のお客さまへ    
(1)年金振込の変更手続きについて 

平成１５年３月３日(月)以降、お客さまが受給されている年金は静岡

中央銀行の新口座でお受取り頂くこととなります。厚生年金・国民年

金・船員年金・労災年金の公的年金を受給されているお客さまにつき

ましては、中部銀行と静岡中央銀行にて変更手続きをさせて頂きます

のでお手続きの必要はございません。 

ただし、共済年金・適格退職年金・企業年金・個人年金・厚生年金基

金・国民年金基金の変更につきましては受給者ご本人さまによるお手

続きが必要となる場合がございます。お手数ですが、各支給機関へお

問い合わせ頂きますようお願い致します。 

なお、公的年金・共済年金等いずれの年金も、受給権発生後の就労に

よる「在職老齢」扱いで年金支給停止に該当されている場合は受給者

ご本人さまによるお手続きが必要となりますので、お手数でも年金支

払機関へお問い合わせ頂きますようお願い致します。静岡中央銀行

の新店舗番号・新口座番号は平成１５年１月下旬に郵便でお知らせ致

します。なお、中部銀行のお取引店（店頭窓口）でも平成１５年１月下

旬以降ご照会頂けますのでお問い合わせ下さい。 

 

(2)給与振込の変更手続きについて 

平成１５年３月３日(月)以降、お客さまの給与振込お受取口座番号は

静岡中央銀行の新番号に変わります。お手数ではございますが、お

勤め先の給与支払事務ご担当の方に新しい「振込指定口座番号」を

お知らせ下さい。なお、静岡中央銀行における新店番・新口座番号は

平成１５年１月下旬にお知らせします。 

 

(3)配当金振込の変更手続きについて 

平成１５年３月３日(月)以降、お客さまの口座番号は静岡中央銀行の

新番号に変わります。 

お取引種類 静岡中央銀行でのお取扱い 

普通預金 

定期預金 
総合口座通帳に切り替えさせて頂きます。

貯蓄預金 貯蓄預金通帳に切り替えさせて頂きます。
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お手数でも名義書換代理人さまに新しい「振込指定口座番号」をお知

らせ下さい。 

なお、静岡中央銀行における新店番・新口座番号は平成１５年１月下

旬にお知らせします。 

 

(4)振込金受取口座をご指定している場合の変更手続きについて 

平成１５年３月３日(月)以降、お客さま宛のお振込（児童手当、介護保

険料還付金等、市町村からの諸手当を含みます）は、新口座番号での

お取扱いのみとなります。平成１５年２月２８日(金)までに必ず、銀行

名・支店名・口座番号が変更になる旨をお振込依頼人さまにご連絡下

さい。 

 

 

３．自動支払いをご利用のお客さまへ３．自動支払いをご利用のお客さまへ３．自動支払いをご利用のお客さまへ３．自動支払いをご利用のお客さまへ    
現在ご利用いただいております公共料金等の自動支払は、新しい口座番

号にて従来通り引き落としさせて頂きますが、委託者等の都合によりお

引き継ぎできない場合がございます。また、一部企業等は変更手続きが

必要な場合もございます。 

これらにつきましては、別途企業等からお客さま宛に変更手続きのご案

内がございますのでお手数でもお客さまご自身でお手続き下さいますよ

うお願い致します。 

 

 

４．非課税貯蓄制度をご利用のお客さまへ４．非課税貯蓄制度をご利用のお客さまへ４．非課税貯蓄制度をご利用のお客さまへ４．非課税貯蓄制度をご利用のお客さまへ    

現在、中部銀行でご利用頂いております非課税貯蓄制度(マル優・マル

財・マル特)は、平成１５年２月２８日(金)現在ご申告頂いております申告

額をそのまま静岡中央銀行に引き継ぎさせて頂きます。ただし、すでに

静岡中央銀行に非課税貯蓄申告を提出されている場合は平成１５年３月

３日(月)以降、別途お手続きが必要になります。該当のお客さまには、後

日ご連絡致します。 

    

    

５．定期預金をご利用のお客さまへ５．定期預金をご利用のお客さまへ５．定期預金をご利用のお客さまへ５．定期預金をご利用のお客さまへ    

(1)ご預金の適用利率について 

満期日が平成１５年３月３日(月)以降の非自動継続定期預金は、現在

約定している利率を満期日まで引き続き適用させて頂きます。また、

自動継続定期預金は、静岡中央銀行へお引き継ぎ後、 初の満期日

までは現在約定している利率を引き続き適用させて頂きますが、それ

以降は継続日における静岡中央銀行の店頭表示の利率を適用させて

頂きます。 

なお、中途解約につきましては、平成１５年３月３日(月)以降は静岡中

央銀行の所定の利率となります。 

 

(2)通帳・証書の切り替えについて 

通帳は平成１５年３月３日(月)以降、静岡中央銀行の新通帳に切り替え

させて頂きます。中部銀行の通帳とお届け印をご持参のうえ、静岡中

央銀行のお取引店窓口にお申しつけ下さい。また、証書は窓口でご継

続または払戻請求されるまでお手元にお持ち下さい。 

 

(3)スーパー定期、期日指定定期預金、自由金利型期日指定定期預金、

変動金利型定期預金、ピラミッド定期預金をご利用のお客さまは、静

岡中央銀行にてそのまま引き継がれご利用頂けます。 

玉手箱（自由金利型期日指定定期預金）をご利用のお客さまは自由金

利型期日指定定期預金に切り替えさせて頂きます。 

スーパー定期ジャンプアップ 300・500・1000（スーパー定期）をご利用

のお客さまは、静岡中央銀行にてそのまま引き継がれますが、満期

日以降のお取扱につきましては、静岡中央銀行のお取引店窓口にお

問い合わせ下さい。 
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(4)大口定期預金 

大口定期預金をご利用のお客さまは、引き続き静岡中央銀行にて同

型・同一期間の大口定期預金としてご利用頂けます。 

なお、Ｖ（ビクトリー）定期預金（大口定期預金）の金利優遇期間は静岡

中央銀行へ譲渡日以降、 初に到来する満期日で終了とさせて頂き

ます。 

 

(5)がん保険付定期預金、新がん保険付定期預金、スーパーがん保険付

定期預金 

保険付定期預金をご利用のお客さまは、定期預金については引き続

き静岡中央銀行にて同型・同一の定期預金に切り替えて引き継ぎさせ

て頂きますが、保険契約は定期預金とは別の契約となりますので、別

途保険会社等より郵便にて発送させていただいておりますご案内をご

参照下さい。 

 

(6)スーパージャンプ定期預金 

スーパージャンプ定期預金をご利用のお客さまは、１．(8)の通り、定

期預金通帳にて同型・同一期間の定期預金に切り替えさせて頂きます。

なお、中部銀行のおまとめ機能は廃止させて頂きます。 

 

(7)年金定期預金プラスアルファ、新年金定期預金 

年金定期預金プラスアルファ、新年金定期預金のお客さまは、同型・

同一期間の定期預金に切り替えさせて頂きます。なお、満期日以降に

ついては静岡中央銀行にも年金受給者に対する優遇商品がございま

すので静岡中央銀行のお取引店窓口へお申しつけ下さい。 

 

(8)財形預金 

現在、財形預金をご利用のお客さまは、引き続き静岡中央銀行にて財

形預金としてご利用いただけます。なお、事業主様の必要なお手続き

につきましては、別途ご案内させて頂きます。 

 

 

6.6.6.6.積立定期預金をご利用のお客さまへ積立定期預金をご利用のお客さまへ積立定期預金をご利用のお客さまへ積立定期預金をご利用のお客さまへ    
静岡中央銀行には、積立定期預金がございませんので中部銀行で積立

されたご預金は、毎月掛込みされた積立金ごとに期日指定定期預金とし

て引き継がれます。なお、定期預金の満期日は中部銀行の積立定期預

金の満期日とさせて頂きます。また、期日指定定期預金となりますので

譲渡日以降継続して毎月の掛込みはできなくなりますのでご了承下さ

い。 

なお、引き続き毎月の掛込みをご希望のお客さまは、静岡中央銀行にも

毎月の掛込みする商品がございますので静岡中央銀行のお取引店窓口

へご相談下さい。 

(1)通帳・証書の切り替えについて 

通帳は平成１５年３月３日(月)以降、静岡中央銀行の新通帳に切り替え

させて頂きます。中部銀行の通帳とお届け印をご持参のうえ、静岡中

央銀行のお取引店窓口にお申しつけ下さい。 

また、証書は窓口でご継続または払戻請求されるまでお手元にお持

ち下さい。 
 
 

７．定期積金をご利用のお客さまへ７．定期積金をご利用のお客さまへ７．定期積金をご利用のお客さまへ７．定期積金をご利用のお客さまへ    

(1)証書のお取扱いについて 

証書は平成１５年３月３日(月)以降、静岡中央銀行の新証書に切り替え

させて頂きます。中部銀行の証書とお届け印をご持参のうえ、静岡中

央銀行のお取引店窓口にお申しつけ下さい。 

 

(2)スーパー積金、年金積立プラスアルファ、年金ステップ積立1・2・3 

現在、スーパー積金、年金積立プラスアルファ、年金ステップ積立 1・
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2・3をご利用のお客さまは、引き続きご利用頂けます。 

    
    
8.8.8.8.当座預金をご利用のお客さまへ当座預金をご利用のお客さまへ当座預金をご利用のお客さまへ当座預金をご利用のお客さまへ    

当座預金の静岡中央銀行へのお引き継ぎに際しましては､移管承諾書へ

のご署名、ご捺印が必要となります。詳しい手続につきましては､別途ご

案内させて頂きます。 

なお、中部銀行の手形、小切手は平成１５年３月２日(日)まで振出しでき

ますが、平成１５年３月３日(月)以降は振出さないで下さい。また未使用

の手形、小切手用紙は、平成１５年３月３日(月)以降静岡中央銀行のお取

引店窓口にご返却下さい。 

なお、手形、小切手の署名鑑サービスをご利用のお客さまにつきまして

は、平成１５年３月３日(月)以降、改めて静岡中央銀行のお取引店窓口に

お申し出願います。 

 

 

９．夜間金庫をご利用のお客さまへ９．夜間金庫をご利用のお客さまへ９．夜間金庫をご利用のお客さまへ９．夜間金庫をご利用のお客さまへ    
夜間金庫のお取扱いにつきましては、平成１５年１月３１日(金)をもって解

約とさせて頂きます。引き続き同様のサービスをご利用頂くためには静

岡中央銀行のお取引店窓口との新たなご契約が必要になります。静岡

中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

 

１０．金地金の換金について１０．金地金の換金について１０．金地金の換金について１０．金地金の換金について    
中部銀行から金地金をご購入されたお客さまが換金を希望される場合は、

お手数ですが市中の金地金取扱業者を利用して売却して下さい。 

 

 

 

１１．公社債保護預りをご利用のお客さまへ１１．公社債保護預りをご利用のお客さまへ１１．公社債保護預りをご利用のお客さまへ１１．公社債保護預りをご利用のお客さまへ    
国債等の公共債保護預りのお取扱いにつきましては、中部銀行との保護

預りに関するサービスを静岡中央銀行に引き継ぎさせて頂きます。また、

元利金等の入金ご指定口座は静岡中央銀行へ引き継ぎ後の新口座とさ

せて頂きます。また、引き継ぎ後の保護預り手数料の支払方法につきま

しては、１年間分の先払い方式に変更させて頂きます。尚、お預り残高の

ない「保護預り口座」は解約させていただきましたのでご了承願います。 

 

 

１２．投資信託受益証券保護預りをご利用のお客さまへ１２．投資信託受益証券保護預りをご利用のお客さまへ１２．投資信託受益証券保護預りをご利用のお客さまへ１２．投資信託受益証券保護預りをご利用のお客さまへ    
投資信託受益証券の保護預りのお取扱いにつきましては、ファンド毎に

他の販売会社へ移管させて頂きます。移管先の販売会社はファンドによ

って異なりますのでご了承願います。詳しい手続につきましては、別途ご

案内申し上げます。 

 

 

１３．貸金庫をご利用のお客さまへ１３．貸金庫をご利用のお客さまへ１３．貸金庫をご利用のお客さまへ１３．貸金庫をご利用のお客さまへ    

貸金庫のお取扱いにつきましては、平成１５年１月３１日(金)をもって解約

とさせて頂きます。引き続き同様のサービスをご利用頂くためには静岡

中央銀行との新たなご契約が必要になります。静岡中央銀行のお取引

店窓口にご相談下さい。 

 

 

１４．代金取立をご利用のお客さまへ１４．代金取立をご利用のお客さまへ１４．代金取立をご利用のお客さまへ１４．代金取立をご利用のお客さまへ    

中部銀行が受託しております手形、小切手等のうち、平成１５年３月３日

(月)以降に取立入金となります取立代り金は静岡中央銀行に引き継ぎし

たお客さまの口座に入金させて頂きます。 
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１５．各種手数料について１５．各種手数料について１５．各種手数料について１５．各種手数料について    

平成１５年３月３日(月)以降の各種手数料につきましては、静岡中央銀行

のお取扱いに準じますので、静岡中央銀行のお取引店窓口にお問い合

わせ下さい。 

 

 

１６．後納手数料の清算について１６．後納手数料の清算について１６．後納手数料の清算について１６．後納手数料の清算について    

為替の後納手数料のお取扱は、平成１５年１月末をもって終了させて頂

きます。取扱手数料のご清算は、平成１５年２月中旬に指定口座より引き

落としさせて頂きます。詳しい手続きにつきましては別途ご案内致しま

す。 

 

 

１７．その他の各種サービスをご利用のお客さまへ１７．その他の各種サービスをご利用のお客さまへ１７．その他の各種サービスをご利用のお客さまへ１７．その他の各種サービスをご利用のお客さまへ    

（１）自動通知サービスについて 

平成１５年１月３１日(金)をもって、解約とさせて頂きます。引き続き同

様のサービスをご利用頂くためには静岡中央銀行と新たなご契約が

必要となります。静岡中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

(2)振込・振替サービスについて 

平成１５年１月３１日(金)をもって、解約とさせて頂きます。引き続き同

様のサービスをご利用頂くためには静岡中央銀行と新たなご契約が

必要となります。静岡中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

(3)インターネット・モバイルバンキングについて 

平成１５年１月３１日(金)をもって、解約とさせて頂きます。引き続き同

様のサービスをご利用頂くためには静岡中央銀行と新たなご契約が

必要となります。静岡中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

(4)定額自動振込サービスについて 

平成１５年２月２５日(火)をもって、解約とさせて頂きます。引き続き同

様のサービスをご利用頂くためには静岡中央銀行と新たなご契約が

必要となります。静岡中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

(5)残高証明書継続発行サービスについて 

平成１５年２月２８日(金)をもって、解約とさせて頂きます。引き続き同

様のサービスをご利用頂くためには静岡中央銀行と新たなご契約が

必要となります。静岡中央銀行のお取引店窓口にご相談下さい。 

 

(6)郵貯ＡＴＭ提携サービスについて 

現在、ご利用頂いております郵貯とのＡＴＭ相互利用サービスは平成

１５年１月３１日(金)までご利用頂けます。なお、静岡中央銀行でも同

様のＡＴＭ提携サービスを実施しておりますが、カードローンの返済

のお取扱いはできなくなりますのでご了承願います。 

 

(7)各種クレジットカードのお取扱いについて 

各種クレジットカードは、平成１５年３月３日(月)以降も引き続きご利用

頂けます。ただし中部銀行のＡＴＭでのキャッシング機能は平成１４年

１２月３１日(火)で終了させて頂きます。静岡中央銀行にも同様のサー

ビスがございますが、一部キャッシング機能をご利用頂けないクレジ

ットカードもございます。詳しくは静岡中央銀行のお取引店窓口にお問

い合わせ下さい。 

 

(8)デビットカード機能について 

普通預金のキャッシュカードでのデビットカード機能は、静岡中央銀行

の新しいキャッシュカードでも引き続きご利用頂けますが、貯蓄預金

のキャッシュカードでのお取扱いはできなくなりますのでご了承願い

ます。 



 

8 

なお、中部銀行にて利用停止のお届けをされているお客さまが、引き

続き利用停止をしたい場合、静岡中央銀行にて新たに利用停止のお

届けが必要となりますので静岡中央銀行のお取引店窓口へお申しつ

け下さい。 

 

(9)店舗外ＡＴＭについて 

現在、ご利用頂いております店舗外ＡＴＭは、一部営業譲渡日までに

ご利用頂けなくなるところがございます。中部銀行本支店窓口、ＡＴＭ

コーナーにて別途ご案内を掲示しますのでご覧下さい。 

 

 

１８１８１８１８．各種ご案内の発送について．各種ご案内の発送について．各種ご案内の発送について．各種ご案内の発送について    

居住地としてお届いただいております住所以外（勤務先等の第二住所）

へのご案内は、静岡中央銀行でのお取扱いができませんのでご承知お

き下さい。 

 

 

Ⅲ．融資取引をご利用のお客さまへ 

本譲渡のご承認手続きには、承諾書、契約書等へのご署名、ご捺印が必

要となります。詳しいお手続きにつきましては、中部銀行より別途ご案内

申しております。 

 

1111．住宅金融公庫等をご利用のお客さまへ．住宅金融公庫等をご利用のお客さまへ．住宅金融公庫等をご利用のお客さまへ．住宅金融公庫等をご利用のお客さまへ    

住宅金融公庫融資金のご返済、年金資金運用基金融資金のご返済、雇

用・能力開発機構融資金のご返済のお取扱いにつきましては、静岡中央

銀行から行うことになりますので、ご了承頂きますようお願い申し上げま

す。 

 

 

２．２．２．２．((((財財財財))))静岡県年金福祉協会の年金住宅融資をご利用のお客さま静岡県年金福祉協会の年金住宅融資をご利用のお客さま静岡県年金福祉協会の年金住宅融資をご利用のお客さま静岡県年金福祉協会の年金住宅融資をご利用のお客さま

へへへへ    

(財)静岡県年金福祉協会の年金住宅融資金のご返済のお取扱いにつき

ましては、静岡中央銀行から行うことになりますので、ご了承頂きますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

３．３．３．３．((((財財財財))))医療経済研究・社会保険福祉協会の年金住宅融資をご利医療経済研究・社会保険福祉協会の年金住宅融資をご利医療経済研究・社会保険福祉協会の年金住宅融資をご利医療経済研究・社会保険福祉協会の年金住宅融資をご利

用のお客さまへ用のお客さまへ用のお客さまへ用のお客さまへ    

(財)医療経済研究・社会保険福祉協会の年金住宅融資金のご返済につき

ましては、静岡中央銀行から行うことになりますので、ご了承頂きますよ

うお願い申し上げます。 


