
 

 

 

  2004 年 7 月２２日 

   

 

「Suica」「ICOCA」相互利用記念カードの発売箇所の追加について 
 

既にお知らせのとおり、2004 年 8 月 1 日（日）より JR東日本発売の IC カード乗車券「Suica」と

JR 西日本発売の IC カード乗車券「ICOCA」の相互利用開始を記念して「相互利用記念 Suica イ

オカード」を発売いたします。発売発表時よりお客さまからのお問い合わせ、ご要望が多いことか

ら発売箇所を下記のとおり追加いたします。 

 

１ 追加発売箇所（全取扱箇所については別紙参照） 

【東京支社管内】 

 越中島、西大井、北赤羽、浮間舟渡 

【横浜支社管内】 

 新川崎、尻手、矢向、川崎新町、鹿島田、平間、向河原、武蔵新城、津田山、久地、宿河原 

中野島、稲田堤、新子安、東神奈川、大口、菊名、新横浜、小机、山手、根岸、磯子、鴨居、

中山、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、矢部、相模原、北鎌倉、逗子、東逗子、田浦、横須

賀、衣笠、久里浜、新杉田、洋光台、港南台、大磯、二宮、国府津、鴨宮、早川、真鶴、湯

河原、熱海、北茅ヶ崎、香川、寒川、宮山、倉見、社家、海老名、相武台下、下溝、原当麻、

番田、上溝、南橋本       

  

２ 参考 

◎発売開始日 

2004 年 8 月 1 日（日）窓口営業開始時間～売り切れ次第終了 

 

◎カードデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 発売価格     2,000 円（500 円のデポジット含む、台紙つき） 

 



 

別紙 

支社 千葉支社 八王子支社 高崎支社 大宮支社 水戸支社 仙台支社

駅名 駅名 駅名 駅名 駅名 駅名

東京 渋谷 我孫子 川崎 ※成瀬 ※北茅ヶ崎 新八柱 立川 宮原 川口 藤代 仙台

有楽町 原宿 天王台 鶴見 町田 ※香川 東松戸 西国分寺 上尾 西川口 佐貫 岩沼

新橋 新大久保 取手 ※新川崎 ※古淵 ※寒川 浅草橋 国立 桶川 蕨 牛久 本塩釜

浜松町 高田馬場 南流山 ※尻手 ※淵野辺 ※宮山 両国 八王子 北本 南浦和 ひたち野うしく 北仙台

田町 御徒町 ※矢向 ※矢部 ※倉見 錦糸町 福生 鴻巣 浦和 荒川沖

御茶ノ水 上野 ※川崎新町 ※相模原 ※社家 亀戸 日野 熊谷 北浦和 土浦

水道橋 日暮里 武蔵小杉 橋本 ※海老名 平井 吉祥寺 籠原 与野 水戸

飯田橋 西日暮里 ※鹿島田 保土ケ谷 ※相武台下 新小岩 国分寺 深谷 さいたま新都心

市ケ谷 田端 ※平間 戸塚 ※下溝 小岩 三鷹 本庄 大宮

神田 尾久 ※向河原 大船 ※原当麻 市川 高崎 久喜

秋葉原 目白 武蔵中原 藤沢 ※番田 本八幡 小山

新日本橋 池袋 ※武蔵新城 辻堂 ※上溝 下総中山 宇都宮

馬喰町 大塚 武蔵溝ノ口 東戸塚 ※南橋本 西船橋 北朝霞

八丁堀 巣鴨 ※津田山 鎌倉 船橋 南越谷

※越中島 駒込 ※久地 ※北鎌倉 東船橋 戸田公園

品川 板橋 ※登戸 ※逗子 津田沼 与野本町

※西大井 十条 宿河原 ※東逗子 幕張本郷 川越

大井町 赤羽 ※中野島 ※田浦 幕張 武蔵浦和

大森 ※北赤羽 ※稲田堤 ※横須賀 新検見川

蒲田 ※浮間舟渡 ※新子安 ※衣笠 稲毛

大崎 上中里 ※東神奈川 ※久里浜 西千葉

五反田 王子 横浜 ※新杉田 千葉

目黒 東十条 ※大口 ※洋光台 新木場

四ツ谷 三河島 ※菊名 ※港南台 舞浜

信濃町 南千住 ※新横浜 本郷台 新浦安

千駄ケ谷 北千住 ※小机 茅ケ崎 海浜幕張

代々木 亀有 桜木町 平塚 稲毛海岸

新宿 金町 関内 ※大磯 蘇我

大久保 松戸 石川町 ※二宮 木更津

東中野 北松戸 ※山手 ※国府津 四街道

中野 馬橋 ※根岸 ※鴨宮 成田

高円寺 新松戸 ※磯子 小田原

阿佐ケ谷 北小金 ※鴨居 ※早川

荻窪 南柏 ※中山 ※真鶴

西荻窪 柏 ※十日市場 ※湯河原

恵比寿 北柏 長津田 ※熱海

　
※印　新規取扱箇所追加

発売
箇所

【ICOCA相互利用記念Suicaイオカード発売箇所一覧】

横浜支社

駅名駅名

東京支社


