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 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役会長兼社長 柴戸 隆成、以下「FFG」）は関係当

局の認可等が得られることを前提として、2020年10月に株式会社親和銀行（取締役頭取 吉澤 俊介）

と株式会社十八銀行（取締役頭取 森 拓二郎）（以下「両行」）の合併を予定しております。 

 今般、合併に伴う店番・店名の変更および店舗統合(移転)の概要が決定いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 店番・店名の変更につきましては、全国の金融機関がお振込取引の決済等で利用する「全銀システ

ム」において、各金融機関の営業店を「金融機関コード」「店番」「店名」で判別しており、両行合併

後に同一店番や店名が並存するのを解消するために実施するものです。 

 店舗統合（移転）につきましては、近隣に位置する店舗（車で10分圏内）のみを対象とすることで、

店舗ネットワークの維持・充実を図ります。また、統合によって生じる人員等の経営資源を再配置する

ことで、これまで以上に付加価値の高いサービスを提供して地域経済活性化に貢献してまいります。 

 お客さまにはお手数やご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

１．店番変更〔実施予定：2020年2月17日〕 

合併およびシステム統合に先立ち、親和銀行と重複する十八銀行の店番を変更させていただきます。 

・変更後の新店番：〔別紙1〕をご覧ください 

 

２．新銀行名への変更・重複する店名の変更〔実施予定：2020年10月1日〕 

新銀行名は「十八親和銀行」とし、金融機関コードは「0181」となります。併せて両行で重複する店名を変

更させていただきます。 

・合併後の新銀行名：株式会社十八親和銀行＜金融機関コード：0181＞ 

・変更後の店名：〔別紙2〕をご覧ください 

 

  ●新銀行システム統合（実施予定：2021年1月4日） 

   親和銀行のシステムを継続利用する方法でシステム統合を行います。 

 

３．店舗統合（移転）〔実施予定：2021年5月～、十八銀行の一部長崎県外店舗のみ2020年1月〕 

 長崎県内63ヶ店、県外8ヶ店の合計71ヶ店を「店舗内店舗方式〔3頁〕」で店舗統合（移転）いたします。

長崎県内の対象店舗の選定は、「長崎県経済の活性化を実現するための取組み（2019年4月1日公表）」でお

示ししております「統合（移転）する店舗間の距離は車で10分圏内」を基準に、お客さまの利便性を損なわ

ないことを考慮しております。 

 店舗統合（移転）につきましては、2021年5月以降に実施する予定ですが、店舗毎の具体的な日程は2021

年1月のシステム統合完了後、決定次第順次お知らせいたします。なお、十八銀行の長崎県外3ヶ店について

は、2020年1月に先行して店舗統合（移転）を実施予定です。 

・店舗統合の方法：店舗内店舗方式 

・統合対象店舗数：長崎県内63ヶ店、長崎県外8ヶ店 合計71ヶ店〔別紙3〕をご覧ください 

・先行実施する3ヶ店：十八銀行 博多支店・大野城支店・下関支店〔4頁〕をご覧ください 
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お手続きが必要なお客さまには、 

変更日の約２ヶ月前を目処にご案内をいたします。  

店番変更 

銀行名・金融機関コード・店名変更 

給与振込・家賃・配当金・その他振込をお受取りのお客さまは、お振込元であるご勤務先・お取引先等へ
新しい『店番』をご連絡いただく場合がございますが、詳細は別途ご案内いたします。 

なお、通帳・証書、キャッシュカード、手形・小切手等のお取引は、お手続きの必要なくご利用できます。 

給与振込・家賃・配当金・その他振込をお受取りのお客さまは、お振込元であるご勤務先・お取引先等へ
新しい『銀行名・金融機関コード・店名』をご連絡いただく場合がございますが、詳細は別途ご案内いた
します。 

なお、通帳・証書、キャッシュカード、手形・小切手等のお取引は、お手続きの必要なくご利用できます。 

システム統合 

十八銀行の通帳をご利用のお客さまは、一部のATM取引ができなくなるため、2021年1月4日のシステム統
合以降、店頭もしくは通帳繰越機で新通帳への繰越をお願いする予定ですが、詳細は別途ご案内いたしま
す（親和銀行通帳は繰越不要）。 

 本件に伴う主なお手続きは、以下を予定しております。 



 店舗統合（移転）後の拠点数は114拠点と、店舗ネットワークは現状の親和銀行・十八銀行よりも拡充され

ます。 

① 店舗・ATMネットワークの充実  

お客さまの利便性の維持・向上 

店舗数 87拠点 98拠点 

長崎県内 75拠点 87拠点 

長崎県外 12拠点 11拠点 

店舗数 店舗統合後 114拠点 

長崎県内 99拠点 

長崎県外 15拠点 

※ネット専用銀行を除く 

② 店舗統合によって生じた人員等の経営資源を再配置し、付加価値の高いサービスを提供して地域 

  活性化に貢献  

 店舗統合（移転）によって生じた人員等の経営資源を、付加価値の高いソリューション営業やコンサル

ティング業務に再配置し、事業性評価や創業支援、ビジネスマッチング、資産形成等を通じて地域活性化

に貢献してまいります。 

 ※新銀行の地域貢献への取組み状況については、弊社ホームページの「長崎県経済の活性化を実現するため 

  の取組み」において定期的に公表します。 

④ 店舗統合にかかる手数料の統一  

 統合された店舗間の振込手数料等は、同一店舗扱いとする予定です。 

③ FFG最新の金融サービス（Wallet＋・Debit＋・YOKA！Pay 等※）を長崎県内で本格展開  

 2021年1月のシステム統合後に、FFGが提供する各種金融サービスを十八銀行のお客さまにもご利用いた

だけるようになります。 

 ※ Wallet＋：登録した口座の残高・入出金履歴の確認や、お得な情報をご覧いただけるスマホ・アプリ 

   Debit＋：登録した銀行口座の残高の範囲内で支払いができる現金感覚のカード 

   YOKA！Pay：銀行口座  と連動したスマホ決済サービス（キャッシュレス決済） 

 ATMネットワークは、今後検討予定のATM拠点の統合を踏まえても拡充される予定です。 

ATM拠点数 182拠点 161拠点 

長崎県内 179拠点 160拠点 

長崎県外 3拠点 1拠点 

ATM拠点数 単純合算 343拠点 

長崎県内 339拠点 

長崎県外 4拠点 

A支店 B中央支店 

B中央支店はA支店へ移転 A支店建物 

店名・店番・口座番号変更なし 
A支店 B中央支店 

 「店舗内店舗方式」とは、複数の店舗が同じ建物内で、共同で営業を行う店舗形態です。 

 移転する店舗（下図B中央支店）は、従来の「店舗統廃合方式」のように廃止とならないため、店舗移転の際、

店名・店番・口座番号等の変更はございません。 

  ※店名変更は、店舗統合（移転）に先立ち、2020年10月1日の両行合併時に実施いたします。 

店舗統合（店舗内店舗方式） 

現状：各々の店舗で営業 
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実施後：複数店舗が同一店舗で営業 

A支店建物 B中央支店建物 



移転する店舗 移転先店舗 移転日 

博多支店 福岡支店 ※1 2020年1月14日（火） 

大野城支店 東福岡支店 2020年1月20日（月） 

下関支店 北九州支店 ※2 2020年1月27日（月） 

 移転先概要 

移転する店舗 住所 電話番号 

博多支店 
現 在：福岡市博多区綱場町8番27号 
移転先：福岡市中央区渡辺通2丁目1番10号（福岡支店内） 

現 在：092-281-1331 
移転後：092-761-5765 

大野城支店 
現 在：大野城市錦町2丁目3番5号 
移転先：福岡市博多区博多駅東3丁目11番1号（東福岡支店内） 

現 在：092-574-1718 
移転後：092-411-0018 

下関支店 
現 在：下関市豊前田町2丁目7番13号 
移転先：北九州市小倉北区堺町1丁目2番16号（北九州支店内） 

現 在：083-223-4131 
移転後：093-521-6281 

 移転対象店舗・移転日 

 案内地図 

※１ 十八銀行博多支店・福岡支店は、2021年5月以降に親和銀行福岡営業部に再移転いたします。 

※２ 十八銀行下関支店・北九州支店は、2021年5月以降に親和銀行小倉支店に再移転いたします。 
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十八銀行の長崎県外3ヶ店の統合（移転）について 

《 本件に関するお手続き等のお問い合わせ先 》 

『お客さま照会センター』 

十八銀行：TEL 0120 – 18 – 0218 

親和銀行：TEL 0120 – 48 – 0070 

《 本件に関するお問い合わせ先 》 

十八銀行総合企画部：TEL 095 – 828 – 8857 

親和銀行総合企画部：TEL 0956 – 23 – 3579 
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1．店番の変更〔実施予定日：2020年2月17日〕  

店番の変更は、十八銀行の店舗が対象となります（親和銀行店舗の店番変更はございません）。 

銀行名 地区 店名 現店番 新店番 

十八銀行 県南 シーボルト支店 076 876 

県庁支店 101 133 

長崎市役所支店 102 134 

デジタル出島支店 105 135 

北支店 110 136 

稲佐支店 130 137 

稲佐中央通支店 140 138 

大学病院前支店 160 159 

城山支店 170 175 

小江原出張所 171 176 

県北 佐世保駅前支店 401 414 

早岐支店 402 419 

佐世保俵町支店 403 415 

大塔支店 411 416 

日野支店 412 417 

佐世保市役所出張所 413 418 

県央 諫早駅前支店 501 514 

西大村支店 511 515 

諏訪出張所 512 516 

島原 小浜支店 560 563 

湊支店 601 603 

有明支店 611 613 

深江支店 612 614 

西有家支店 621 624 

北有馬出張所 641 642 

加津佐支店 660 659 

五島 上五島支店 711 712 

県外 博多支店 801 816 

東福岡支店 802 817 

西福岡支店 803 818 

大野城支店 805 833 

久留米支店 808 834 

下関支店 860 835 

大阪支店 880 836 

東京支店 890 837 

その他 事務センター 001 035 

手形センター 007 036 

5 

別紙1 



2．店名の変更〔実施予定日：2020年10月1日〕 

地区 変更前 変更後 

県南 県庁支店 県庁中央支店 

長崎市役所支店 長崎市役所中央支店 

浦上支店 浦上駅前支店 

住吉 住吉中央支店 

滑石支店 滑石中央支店 

長崎漁港支店 長崎漁港中央支店 

大浦支店 大浦中央支店 

新戸町支店 新戸町中央支店 

深堀支店 深堀中央支店 

東長崎支店 東長崎中央支店 

日見支店 日見中央支店 

野母支店 野母中央支店 

時津支店 時津中央支店 

長与支店 長与中央支店 

県北 本店営業部 佐世保本店営業部 

県央 諫早支店 諫早中央支店 

諫早駅前支店 諫早駅前中央支店 

西諫早支店 西諫早中央支店 

多良見支店 多良見中央支店 

西大村支店 西大村中央支店 

島原 国見支店 国見中央支店 

口之津支店 口之津中央支店 

五島 福江支店 福江中央支店 

対馬 対馬支店 対馬中央支店 

地区 変更前 変更後 

県南 本原支店 本原中央支店 

県北 佐世保支店 佐世保中央支店 

大宮支店 大宮中央支店 

大野支店 大野東支店 

日野支店 日野中央支店 

早岐支店 早岐中央支店 

佐世保市役所 
出張所 

佐世保市役所中央 
出張所 

大瀬戸支店 大瀬戸中央支店 

川棚支店 川棚中央支店 

波佐見支店 波佐見中央支店 

佐々支店 佐々中央支店 

平戸支店 平戸中央支店 

松浦支店 松浦中央支店 

県央 大村支店 大村中央支店 

竹松支店 竹松中央支店 

島原 島原支店 島原中央支店 

深江支店 深江中央支店 

県外 福岡支店 福岡中央支店 

久留米支店 久留米中央支店 

東京支店 東京中央支店 

＜親和銀行＞ ＜十八銀行＞ 
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３．店舗統合（移転）対象店舗〔実施予定日：2021年5月～〕（１） 

地区 

移転する店舗 
距離 

（ｋｍ） 

移転先店舗 

銀行名 店名 銀行名 店名 
変更後の店名 変更後の店名 

県南 親和銀行 長崎営業部 0.71 十八銀行 本店営業部 

十八銀行 県庁支店 0.00 親和銀行 県庁支店 県庁中央支店 

親和銀行 長崎市役所支店 長崎市役所中央支店 0.00 十八銀行 長崎市役所支店 

十八銀行 北支店 0.38 親和銀行 大波止支店 

親和銀行 旭町支店 0.37 十八銀行 稲佐支店 

親和銀行 平和町支店 0.16 十八銀行 浦上支店 

十八銀行 大学病院前支店 0.47 親和銀行 浦上支店 浦上駅前支店 

親和銀行 富士見町支店 0.53 十八銀行 城山支店 

十八銀行 本原支店 本原中央支店 0.25 

親和銀行 本原支店 
十八銀行 昭和町支店 0.74 

親和銀行 住吉支店 住吉中央支店 0.22 十八銀行 住吉支店 

親和銀行 西町支店 0.63 十八銀行 大橋支店 

親和銀行 滑石支店 滑石中央支店 0.36 十八銀行 滑石支店 

親和銀行 葉山支店 0.04 十八銀行 道の尾支店 

親和銀行 長崎漁港支店 長崎漁港中央支店 0.04 十八銀行 長崎漁港支店 

親和銀行 馬町支店 0.34 十八銀行 新大工町支店 

十八銀行 思案橋支店 0.06 親和銀行 浜町支店 

十八銀行 大浦支店 0.65 親和銀行 大浦支店 大浦中央支店 

親和銀行 新戸町支店 新戸町中央支店 0.23 十八銀行 新戸町支店 

親和銀行 深堀支店 深堀中央支店 0.55 十八銀行 深堀支店 

親和銀行 東長崎支店 東長崎中央支店 0.22 十八銀行 東長崎支店 

十八銀行 日見支店 0.16 親和銀行 日見支店 日見中央支店 

十八銀行 野母支店 0.08 親和銀行 野母支店 野母中央支店 

十八銀行 時津支店 0.29 親和銀行 時津支店 時津中央支店 

十八銀行 長与支店 0.49 親和銀行 長与支店 長与中央支店 

県北 十八銀行 佐世保支店 佐世保中央支店 0.57 親和銀行 本店営業部 佐世保本店営業部 

十八銀行 佐世保駅前支店 0.27 親和銀行 佐世保支店 

十八銀行 大宮支店 大宮中央支店 0.35 親和銀行 大宮支店 

十八銀行 佐世保俵町支店 0.22 親和銀行 宮田町支店 

十八銀行 大野支店 大野東支店 0.51 

親和銀行 大野支店 
親和銀行 大野中央支店 1.31 

十八銀行 日野支店 日野中央支店 0.24 親和銀行 日野支店 

親和銀行 日宇支店 1.55 十八銀行 大塔支店 

十八銀行 早岐支店 早岐中央支店 1.24 親和銀行 早岐支店 

十八銀行 権常寺(出) 0.72 親和銀行 花高支店 

十八銀行 佐世保市役所(出) 佐世保市役所中央(出) 0.00 親和銀行 佐世保市役所支店 

十八銀行 大瀬戸支店 大瀬戸中央支店 0.17 親和銀行 大瀬戸支店 
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３．店舗統合（移転）対象店舗〔実施予定日：2021年5月～〕（２） 

地区 

移転する店舗 
距離 

（ｋｍ） 

移転先店舗 

銀行名 店名 銀行名 店名 
変更後の店名 変更後の店名 

県北 親和銀行 彼杵支店 0.62 十八銀行 東彼杵支店 

親和銀行 川棚支店 0.16 十八銀行 川棚支店 川棚中央支店 

十八銀行 波佐見支店 波佐見中央支店 1.78 親和銀行 波佐見支店 

親和銀行 佐々支店 0.71 十八銀行 佐々支店 佐々中央支店 

十八銀行 平戸支店 平戸中央支店 0.58 親和銀行 平戸支店 

十八銀行 松浦支店 松浦中央支店 0.09 親和銀行 松浦支店 

県央 十八銀行 諫早支店 0.37 親和銀行 諫早支店 諫早中央支店 

  親和銀行 諫早駅前支店 諫早駅前中央支店 0.25 十八銀行 諫早駅前支店 

  親和銀行 西諫早支店 西諫早中央支店 0.00 十八銀行 西諫早支店 

  親和銀行 多良見支店 多良見中央支店 0.72 十八銀行 多良見町支店 

  親和銀行 諫早中核団地支店 1.73 十八銀行 貝津支店 

十八銀行 大村支店 大村中央支店 0.31 親和銀行 大村支店 

  十八銀行 竹松支店 竹松中央支店 0.96 親和銀行 竹松支店 

  親和銀行 西大村支店 西大村中央支店 0.38 十八銀行 西大村支店 

島原 親和銀行 島原支店 0.06 十八銀行 島原支店 島原中央支店 

  親和銀行 島原湊支店 0.10 十八銀行 湊支店 

親和銀行 国見支店 国見中央支店 3.51 十八銀行 国見支店 

十八銀行 西有家支店 1.88 

十八銀行 有家支店 
  親和銀行 南島原支店 0.97 

  親和銀行 口之津支店 口之津中央支店 0.34 十八銀行 口之津支店 

  十八銀行 北有馬(出) 4.10 十八銀行 有馬支店 

  十八銀行 深江支店 深江中央支店 0.45 親和銀行 深江支店 

五島 十八銀行 福江支店 0.73 親和銀行 福江支店 福江中央支店 

十八銀行 上五島支店 0.47 親和銀行 新上五島支店 

壱岐 親和銀行 壱岐中央支店 1.50 十八銀行 壱岐支店 

対馬 親和銀行 対馬支店 対馬中央支店 0.08 十八銀行 対馬支店 

県外 十八銀行 福岡支店 福岡中央支店 － 

親和銀行 福岡営業部 
十八銀行 博多支店 － 

  十八銀行 西福岡支店 － 親和銀行 西新支店 

  十八銀行 大野城支店 － 十八銀行 東福岡支店 

  十八銀行 久留米支店 久留米中央支店 － 親和銀行 久留米支店 

  十八銀行 北九州支店 － 

親和銀行 小倉支店 
  十八銀行 下関支店 － 

十八銀行 東京支店 東京中央支店 － 親和銀行 東京支店 

※ 店名の重複により店名変更がある店舗は、変更後の名称を併せて表示しております 

※ 移転する店舗間の距離は、実際の移動距離で示しております。また、「車で10分圏内」とは、実際の移動距離に

すると約7～8kmとなります 
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