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次期システム移行に伴うお客さまへの重要なお知らせ【カード関連】 
 

 

 

平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げます。 

株式会社 沖縄海邦銀行（頭取 上地 英由）は、平成 31年 5月に新システムへの移行を予定

しており、本通知にて新システムへの移行に伴う“お取引に関する重要事項”をご案内致します。 

お客さまには大変ご不便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。 

システム移行後も、より一層のサービス充実に努めてまいります。 

今後とも沖縄海邦銀行をお引き立て賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

  

1. 対象者：当行にお取引いただいているお客様のうち、以下の事項に該当する方 

① 廃止店舗のキャッシュカードを使用している 

② 廃止店舗のローンカードを使用している 

③ マルチカードへお切替え後も旧キャッシュカードを使用している 

④ ＩＣカードへお切替え後も旧キャッシュカードを使用している 

⑤ カードローンの口座番号が変更される 

    2．通知内容：上記①～⑤のうち該当する番号の通知をご確認ください（通知右下へ番号記載） 

    3．通知方法：当行ホームページへの掲載及び対象者へのダイレクトメール発送 

     

※本通知内容について、何かご不明な点がございましたら、お取引店または 

下記問合せ先へご連絡ください。 

以上 

【お問合せ先】 

新システムご案内デスク 

ＴＥＬ：０１２０－０００－８７２ 

かいぎん 

  



お客様各位

重要なお知らせ
株式会社　沖縄海邦銀行

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げ
ます。
当行では勘定系システムの新システムへの移行を予定しております。
新システムへの移行に伴う、お取引に関する重要事項をご案内いた
します。
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。
システム移行後も、より一層のサービスの充実に努めてまいります。
今後とも沖縄海邦銀行をお引立て賜りますよう、宜しくお願い申し上
げます。

敬具
記

お客さまが現在ご利用されているキャッシュカードは、廃止された店
舗のキャッシュカードのため平成30年7月2日以降ご利用でき
なくなります。
右記「ご留意事項」を必ずご確認ください。

以上

ご留意事項

1．お客さまが現在ご利用されているお切替前のキャッシュカードは、
平成30年7月2日以降ご利用できなくなります。

2．以前郵送されております「新キャッシュカード」がお手元にあるお
客様は、こちらのカードをご利用ください。
新キャッシュカードは、上記期限を過ぎてもご利用できます。

3．新キャッシュカードがお手元に確認できない場合は、お手数です
が窓口にて「再発行」手続き※1をお願いします。
※1手続きに必要なものは以下の通りです。ご準備のうえご来店ください。
（お手元のキャッシュカード・届出印鑑・本人確認資料・本通知書）

4．本通知について、何かご不明な点等ございましたら、お取引店ま
たは下記問い合わせ先へご連絡ください。

店番号「011」　美栄橋支店
店番号「013」　牧志支店
店番号「015」　与儀支店
店番号「022」　ひめゆり支店
店番号「133」　ひがし出張所
店番号「144」　沖縄市役所内出張所

店番号「012」　むつみ橋支店
店番号「014」　市場出張所
店番号「020」　若松支店
店番号「123」　松川出張所
店番号「140」　やふそ出張所

廃止店舗一覧（店番順）

【お問合せ先】
 沖縄海邦銀行　新システムご案内デスク
 TEL：0120－000－872
 受付時間：平日 9：00～17：00

こちらの3桁の番号が店番
号です。
左記、廃止店舗一覧をご確
認ください。

沖縄海邦銀行

CASH CARD

 015　11 0-000-000
カイギン　タロウ ①



お客様各位

重要なお知らせ
株式会社　沖縄海邦銀行

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げ
ます。
当行では勘定系システムの新システムへの移行を予定しております。
新システムへの移行に伴う、お取引に関する重要事項をご案内いた
します。
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。
システム移行後も、より一層のサービスの充実に努めてまいります。
今後とも沖縄海邦銀行をお引立て賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

敬具
記

お客さまが現在ご利用されているローンカード及び専用通帳は、廃
止された店舗のローンカード・専用通帳のため平成30年7月2日
以降ご利用できなくなります。
右記「ご留意事項」を必ずご確認ください。

以上

ご留意事項

1．お客さまが現在ご利用されているお切替前のローンカードおよ
び専用通帳は、平成30年７月2日以降ご利用できなくな
ります。

2．以前郵送されております「新ローンカード」がお手元にあるお客様
は、こちらのカードをご利用ください。
専用通帳は、恐れ入りますが最寄りの店舗にてお切替ください。
新ローンカード及びお切替後の専用通帳は、上記期限を過ぎて
もご利用できます。

３．新ローンカードがお手元に確認できない場合は、お手数ですが窓
口にて「再発行」手続き※1をお願いします。
※1手続きに必要なものは以下の通りです。ご準備のうえご来店ください。
（お手元のローンカード・届出印鑑・本人確認資料・本通知書）

４．本通知について、何かご不明な点等ございましたら、お取引店ま
たは下記問い合わせ先へご連絡ください。

店番号「011」　美栄橋支店
店番号「013」　牧志支店
店番号「015」　与儀支店
店番号「022」　ひめゆり支店
店番号「133」　ひがし出張所
店番号「144」　沖縄市役所内出張所

店番号「012」　むつみ橋支店
店番号「014」　市場出張所
店番号「020」　若松支店
店番号「123」　松川出張所
店番号「140」　やふそ出張所
  

廃止店舗一覧（店番順）

こちらの3桁の番号が店番
号です。
左記、廃止店舗一覧をご確
認ください。

沖縄海邦銀行

LOAN CARD

 015　43 0-000-000
カイギン　タロウ

【お問合せ先】
 沖縄海邦銀行　新システムご案内デスク
 TEL：0120－000－872
 受付時間：平日 9：00～17：00

②



お客様各位

重要なお知らせ
株式会社　沖縄海邦銀行

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げ
ます。
当行では勘定系システムの新システムへの移行を予定しております。
新システムへの移行に伴う、お取引に関する重要事項をご案内いた
します。
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。
システム移行後も、より一層のサービスの充実に努めてまいります。
今後とも沖縄海邦銀行をお引立て賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

敬具
記

お客さまは、以前に「かいぎんマルチカード」への切替のお手続きをさ
れています。お客さまが現在ご利用されているお切替前のキャッシュ
カードは、平成31年5月3日以降ご利用できなくなります。
右記「ご留意事項」を必ずご確認ください。

以上

かいぎんマルチカード見本

ご留意事項

１．お客さまが現在ご利用されているお切替前のキャッシュカードは、
平成31年5月3日以降ご利用できなくなります。

２．「かいぎんマルチカード」がお手元にあるお客様は、こちらのカー
ドをご利用ください。※左下カード見本参照。
かいぎんマルチカードは、上記期限を過ぎてもご利用できます。

３．かいぎんマルチカードがお手元に確認できない場合は、お手数で
すが窓口にて「再発行」手続き※1をお願いします。
※1手続きに必要なものは以下の通りです。ご準備のうえご来店ください。
（お手元のキャッシュカード・届出印鑑・本人確認資料・本通知書）

４．本通知について、何かご不明な点等ございましたら、お取引店ま
たは下記問い合わせ先へご連絡ください。

【お問合せ先】
 沖縄海邦銀行　新システムご案内デスク
 TEL：0120－000－872
 受付時間：平日 9：00～17：00

<ゴールド> <首里城> <レインボー>

③



お客様各位

重要なお知らせ
株式会社　沖縄海邦銀行

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げ
ます。
当行では勘定系システムの新システムへの移行を予定しております。
新システムへの移行に伴う、お取引に関する重要事項をご案内いた
します。
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。
システム移行後も、より一層のサービスの充実に努めてまいります。
今後とも沖縄海邦銀行をお引立て賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

敬具
記

お客さまは、以前にICキャッシュカードへの切替のお手続きをされて
います。お客さまが現在ご利用されているお切替前のキャッシュ
カードは、平成31年5月3日以降ご利用できなくなります。
右記「ご留意事項」を必ずご確認ください。

以上

ご留意事項

１．お客さまが現在ご利用されているお切替前のキャッシュカードは、
平成31年5月3日以降ご利用できなくなります。

２．「ICキャッシュカード」がお手元にあるお客様は、こちらのカードを
ご利用ください。※左下カード見本参照。
ICキャッシュカードは、上記期限を過ぎてもご利用できます。

３．ICキャッシュカードがお手元に確認できない場合は、お手数です
が窓口にて「再発行」手続き※1をお願いします。
※1手続きに必要なものは以下の通りです。ご準備のうえご来店ください。
（お手元のキャッシュカード・届出印鑑・本人確認資料・本通知書）

４．本通知について、何かご不明な点等ございましたら、お取引店ま
たは下記問い合わせ先へご連絡ください。

【お問合せ先】
 沖縄海邦銀行　新システムご案内デスク
 TEL：0120－000－872
 受付時間：平日 9：00～17：00ICキャッシュカード見本

<サンゴ><イルカ><一般>

④



お客様各位

重要なお知らせ
株式会社　沖縄海邦銀行

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私ども沖縄海邦銀行をお引立ていただき、厚く御礼申し上げ
ます。
この度、当行では新システムへの移行を予定しております。
本通知にて、システム移行に伴うお取引に関する重要事項をご案内
いたします。
お客さまにはご不便をおかけする点もございますが、何卒ご理解賜
りますよう、お願い申し上げます。
今後とも沖縄海邦銀行をお引立て賜りますよう、宜しくお願い申し上
げます。

敬具

記

新システム移行に際して、お客さまがご契約されているカード
ローン（当座貸越）の口座番号が変更されることになりました。
カードローンの口座番号変更に伴い、現在ご利用いただいて
いるローンカードは、平成30年7月2日以降ご利用できなくな
ります。
右記「ご留意事項」を必ずご確認ください。

以上

ご留意事項

1．ローンカードについて
平成29年11月より順次、当行より口座番号変更後の新カードを
お客さまのご自宅へ郵送いたします。
新カードが届きましたら、お手元の旧カードはハサミで切断する
等、処分して頂きますようお願いします。
尚、お手元の旧カードについては、平成30年7月2日（月）以
降ご利用できなくなりますので、お早目に新カードをご利用
頂きますよう宜しくお願いします。

2．カードローン専用通帳について
お手数ですが、新しいカードがお手元に届きましたら、本通知と
お手元の通帳をご持参のうえ、最寄りの店舗にてお切替え頂き
ますようお願い致します。

※新システム移行に向けた準備により、お客さまには大変ご不便おかけ
いたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。本通知に
ついて、何かご不明な点等がございましたら、お取引店または下記問
合せ先へご連絡ください。

【お問合せ先】
 沖縄海邦銀行　新システムご案内デスク
 TEL：0120－000－872
 受付時間:平日 9:00～17:00

⑤
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