
令和 3 年 1 月 4 日 

お 客 様 各 位 

広 島 県 信 用 組 合                   

 

「Ｗｅｂ口振受付サービス」取扱収納機関の変更について 

 

平素は広島県信用組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

下記のとおり「Ｗｅｂ口振受付サービス」の取扱収納機関の変更をお知らせします。 

 

記 

１．取扱収納機関の変更 

(1) 国民年金基金連合会（収納機関コード 58151） 

令和 3 年 2 月 1 日取扱開始（予定）としてお知らせしておりましたが、令和 3

年 1月 4日より取扱を開始いたします。 

 

(2) 楽天カード㈱（収納機関コード 59875） 

取扱収納機関から削除いたします。 

 

２．サービスの概要 
Ｗｅｂ口座振替とは、お客様が収納機関へのお支払方法として「預金口座振替」

を希望する際に、インターネット経由で収納企業のサイトから口座振替契約をお申

込みいただけるサービスです。 

これまで書面にてお申込みいただいておりました一部の収納企業の口座振替を 

インターネットからお申込みが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ご利用時間 

24時間（土・日・祝日を含みます） 

※ 収納機関によっては、上記時間帯でもご利用いただけない場合がございます。 

※ システムメンテナンスにより、上記時間帯でもご利用いただけない場合がございます。 

 

 

 

 

申込 

結果連絡 結果連絡 

登録作業 

パソコン・スマート

フォン等で申込 

信用組合 

申込内容の確認 

申込 

【Ｗｅｂ口振受付サービスでのお申込み】 
 

収納企業 



４．ご利用いただけるお客様 
当組合のキャッシュカード発行済みの普通預金口座をお持ちの個人のお客様 

 ※ 以下の場合は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

  ① 通帳・キャッシュカードの紛失等のお手続き中の口座 

  ② 法人名義の口座 

  ③ 普通預金以外の口座（当座預金・貯蓄預金・定期預金等の口座） 

  ④ その他所定の理由により、お取引を制限している口座 

 

５．ご利用方法 
(1)預金口座振替のお申込み手続きを収納企業のサイトから行います。 

※ 当信用組合のホームページからはお手続きできません。 

(2)収納企業のサイトで、口座振替で利用する金融機関に当信用組合をご指定ください。 

(3)画面の案内に従っていただき、口座振替を締結する口座の店舗名をご指定ください。 

(4)口座情報入力画面で口座番号、生年月日、キャッシュカード暗証番号等のご本人確

認項目を入力します。 

(5)入力内容確認後、データを送信することで預金口座振替契約が完了します。 

 

６．ご利用案内 
  本サービスのご利用に際して、お手続きや手数料は不要です。（申込の際の通信料等

はお客様のご負担となります。） 

本サービスのご利用に関しては「Ｗｅｂ口振受付サービス利用規定」が適用されます。 

 

７．ご注意事項 
(1)Ｗｅｂ口振受付サービスで申込みを受けた口座振替契約はインターネットからは

取消できませんので、当信用組合へご相談ください。 

(2)入力した内容を一定回数以上相違した場合、停止日含め２日間申し込みができな

くなります。 

(3)収納企業の取扱っている商品サービスについては、直接収納企業にお問合せくだ

さい。 

(4)収納企業の活動内容・取扱商品・サービス内容・記載事項については、当信用組

合は責任を負いません。 

以上 

 

 

 

お問い合わせ先 

広島県信用組合 業務部 

電話番号：０１２０－７４５－５３０（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9:00～17:00（除く土・日・祝日、12/31、1/1～3) 

https://www.hiroshima-kenshin.co.jp/topics/pdfR2/0727_web_service_terms.pdf


別添

令和3年1月4日現在

広島県信用組合

Web口振受付サービス　取扱収納機関一覧表

No.
収納機関
番号

収納機関名
委託者カナ氏名
（最大10文字）

収納企業名 備考

1 00200 国税庁（振替納税（所得税）） ｺｸｾﾞｲﾁﾖｳ 振替納税（所得税）
取扱開始日

2021年1月1日

2 00200 国税庁（振替納税（消費税）） ｺｸｾﾞｲﾁﾖｳ 振替納税（消費税）
取扱開始日

2021年1月1日

3 00200 国税庁（ダイレクト納付） ｺｸｾﾞｲﾁﾖｳ ダイレクト納付（e-Tax）
取扱開始日

2021年1月1日

4 52001 株式会社ＮＴＴドコモ (ｶ)NTTﾄﾞｺﾓ ㈱ＮＴＴドコモ

5 53001 日本放送協会 NHK ＮＨＫ

6 54004 三井住友海上火災保険株式会社 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｶｲｼ 三井住友海上火災保険㈱

7 54008
あいおいニッセイ同和損害保険株式
会社 ｱｲｵｲﾆｯｾｲﾄﾞ あいおいニッセイ同和損害保険㈱

8 54112 日本生命保険相互会社 ﾆﾎﾝｾｲﾒｲﾎｹﾝ 日本生命保険相互会社

9 54115 住友生命保険相互会社 ｽﾐﾄﾓｾｲﾒｲ 住友生命(相)
取扱開始日

2021年1月4日

10 54130 第一生命株式会社 ﾀﾞｲｲﾁｾｲﾒｲ 第一生命㈱
取扱開始日

2021年1月21日

11 54185 アフラック収納サービス株式会社 ｱﾌﾗﾂｸｼﾕｳﾉｳ アフラック収納サービス㈱

12 56003 ポケットカード株式会社 ﾎﾟｹﾂﾄｶｰﾄﾞ ポケットカード㈱

13 56004
株式会社オリエントコーポレーショ
ン ｵﾘｺ ㈱オリエントコーポレーション

14 56008 株式会社ジャックス ｼﾞﾔﾂｸｽ ㈱ジャックス

15 56009 イオンクレジットサービス株式会社 ｲｵﾝｸﾚｼﾞﾂﾄ イオンクレジットサービス㈱

16 56016 ライフカード株式会社 ﾗｲﾌｶ-ﾄﾞ(ｶ ライフカード㈱

17 56017 トヨタファイナンス株式会社 ﾄﾖﾀﾌｱｲﾅﾝｽ トヨタファイナンス㈱

18 56042 株式会社シーエスエス ｶ)ｼｰｴｽｴｽ ㈱シーエスエス

19 58041 三菱ＵＦＪファクター株式会社 ﾐﾂﾋﾞｼUFJﾌｱ 三菱ＵＦＪファクター㈱

20 58052 みずほファクター株式会社 ﾐｽﾞﾎﾌｱｸﾀ- みずほファクター㈱
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別添

令和3年1月4日現在

広島県信用組合

Web口振受付サービス　取扱収納機関一覧表

No.
収納機関
番号

収納機関名
委託者カナ氏名
（最大10文字）

収納企業名 備考

21 58151 株式会社システム収納センター SSC ㈱システム収納サービス

22 58151
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株
式会社 MMCﾀﾞｲﾔ ＭＭＣダイヤモンドファイナンス㈱

23 58151 ワイジェイカード株式会社 ﾜｲｼﾞｴｲｶ-ﾄﾞ ワイジェイカード㈱

24 58151 アクサ収納サービス株式会社 ｱｸｻｼﾕｳﾉｳ アクサ生命保険㈱

25 58151
東京電力エナジーパートナー株式会
社 ﾄｳﾃﾞﾝEP 東京電力エナジーパートナー㈱

取扱開始日
2020年11月16日

26 58151 国民年金基金連合会 ｺﾂｷﾚﾝ(ｶｸﾃｲ 国民年金基金（iDeCo）
取扱開始日

2021年1月4日

27 58203
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式
会社 SMBCFS ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱

2020年10月16日
委託者カナ氏名
変更（変更前

｢SMBCﾌｱｲﾅﾝｽ｣）

㈱アプラス

アクサダイレクト生命保険㈱

29 58251
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式
会社（旧クオーク） SMBCFS(QQ)

30 58251
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式
会社（旧ＯＭＣ） SMBCFS(OMC

31 58251
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式
会社（旧ＣＦ） SMBCFS(CF)

32 58281 りそな決済サービス株式会社 ﾘｿﾅｹﾂｻｲｻ-ﾋ りそな決済サービス㈱

33 58291 ＰＧビジネスサービス株式会社 PGﾋﾞｼﾞﾈｽS ＰＧビジネスサービス㈱

ＳＭＢＣファイナンスサービス
㈱（旧㈱セディナ）

28 ｶ)ｱﾌﾟﾗｽ株式会社アプラス58231
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