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JR東日本のエキナカ ATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）における 
荘内銀行の預金引出サービスの開始について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．サービス開始予定日 

2016年 6月 20日（月）予定 

 

2．取扱内容 

 荘内銀行のキャッシュカードによる「お引出し」・「残高照会」 

 

3．取扱可能な ATM 

JR 東日本のエキナカ ATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ） 

  ※2016年 5月 31日現在、首都圏を中心とした JR東日本の駅やビックカメラ、 

ルミネ等に 368 台設置。（VIEW ALTTEの設置箇所は「別紙 1」をご参照下さい。） 

 

4．ご利用可能時間・手数料（税込） 

   

          0:00          7:00   9:00                 18:00    23:00       0:00 

平日 ご利用 

いただけません。 

 108 円  ご利用 

いただけません。 土･日･祝日 216 円 

※ハッピーマンデー（成人の日、海の日、敬老の日、体育の日）の前日 21時～当日 7時はご利用いただけません。 

※システムメンテナンス等のため、一部の日・時間帯でご利用いただけない場合がございます。 

※貸越専用カードローンなど、一部ご利用頂けないキャッシュカードがございます。 

※一定のお取引基準を満たしたお客さまは、お引き出し手数料がキャッシュバックされます。 

詳しくは、荘内銀行のホームページをご覧ください。 

※残高照会は無料でご利用頂けます。 

 

以 上 

 

株式会社荘内銀行（代表取締役頭取：國井 英夫）と株式会社ビューカード（代表取締役社長：

中村 弘之）は、ビューカードが運営する JR 東日本のエキナカ ATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッ

テ）において、2016 年 6 月 20 日（月）より荘内銀行のキャッシュカードによる預金引出サービス

を開始します。 

今回、東北地区の地方銀行、第二地方銀行で初めての提携となります。 

これにより「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）では 20の銀行と 228の信用金庫、96の信用組合、

労働金庫の預金引出サービスをご利用いただけることとなりました。 

エキナカ・マチナカで便利な「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）をどうぞご利用下さい。 



別紙 1 

「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）設置箇所 

No. 駅名 場所名  No. 駅名 場所名 

1  東京駅 丸の内地下南口  41  新大久保駅 券売機横 

2 東京駅 丸の内南口改札内（2 台）  42  高田馬場駅 早稲田口改札内 

3  東京駅 びゅうスクエア（2 台）  43  高田馬場駅 早稲田口券売機横（2 台） 

4 東京駅 八重洲北口  44  目白駅 券売機横 

5  東京駅 八重洲地下中央口  45  池袋駅 北口券売機横 

6  東京駅 八重洲南口改札内  46  池袋駅 中央口改札内 

7 東京駅 八重洲中央口改札外  47  池袋駅 中央通路 

8  東京駅 八重洲中央口改札内（2台）  48  池袋駅 南口券売機横 

9  東京駅 グランルーフ B1  49  池袋駅 南口改札外（2 台） 

10  有楽町駅 中央口券売機前  50  池袋駅 メトロポリタン口改札内 

11  有楽町駅 京橋口  51  池袋駅 ビックカメラ池袋本店 2 階 

12  有楽町駅 ビックカメラ有楽町店１階  52  大塚駅 券売機横 

13  新橋駅 烏森口（2 台）  53  巣鴨駅 南口 

14  新橋駅 地下汐留口  54  駒込駅 北口 

15  新橋駅 銀座口  55  田端駅 北口改札内 

16  浜松町駅 北口改札内  56  西日暮里駅 改札口 

17  浜松町駅 南口  57  日暮里駅 北改札口改札内（2 台） 

18  田町駅 北改札口改札内  58  日暮里駅 南改札口 

19  品川駅 中央口改札内(2 台)  59  鶯谷駅 南口 

20  品川駅 中央改札口横（2 台）  60  上野駅 中央改札外（2 台） 

21  品川駅 北改札内  61  上野駅 中央改札内 

22  大崎駅 北改札内  62  上野駅 公園口券売機横 

23  五反田駅 東口券売機前（2 台）  63  上野駅 公園口改札内 

24  目黒駅 西口  64  上野駅 パンダ橋口 

25  恵比寿駅 東口（2 台）  65  上野駅 しのばず口 

26  恵比寿駅 西口（2 台）  66  上野駅 ニューデイズ大連絡橋店 

27  渋谷駅 ハチ公口券売機横（2 台）  67  御徒町駅 北口 

28  渋谷駅 南改札外(3 台）  68  秋葉原駅 中央改札口券売機横 

29  原宿駅 表参道口  69  秋葉原駅 電気街口改札内・外（2 台） 

30  代々木駅 西口  70  秋葉原駅 改札内中層階 

31  代々木駅 北口券売機横  71  秋葉原駅 昭和通り口券売機横 

32  新宿駅 南口改札内(3 台）  72  神田駅 東口 

33  新宿駅 南口券売機横（2 台）  73  神田駅 南口 

34  新宿駅 西口改札内（2 台）  74  御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口券売機横 

35  新宿駅 西口改札外（3 台）  75  水道橋駅 東口改札内 

36  新宿駅 東口 1 階(2 台)  76  飯田橋駅 東口 

37  新宿駅 東口地下（2 台）  77  飯田橋駅 西口 

38  新宿駅 
ルミネ新宿１ 

１階エレベーター横 
 78  市ヶ谷駅 みどりの窓口前 

39  新宿駅 ビックカメラ新宿西口店 2階  79  四ツ谷駅 四ツ谷口 

40  新宿駅 
ビックロビックカメラ新宿東口

店 地下１階 
 80  信濃町駅 改札外 

 



No. 駅名 場所名  No. 駅名 場所名 

81  千駄ヶ谷駅 改札外  121  武蔵中原駅 改札外 

82  大井町駅 中央口（2 台）  122  武蔵新城駅 券売機横 

83  大井町駅 東口券売機横  123  武蔵溝ノ口駅 改札内 

84  大森駅 中央口（2 台）  124  登戸駅 券売機横 

85  大森駅 北口券売機横  125  新横浜駅 ビックカメラ新横浜店 4 階 

86  蒲田駅 連絡通路  126  鴨居駅 改札外 

87  蒲田駅 中央改札外  127  中山駅 改札内 

88  川崎駅 改札外（2 台）  128  十日市場駅 券売機横 

89  川崎駅 改札内  129  長津田駅 南口 

90  川崎駅 
ビックカメララゾーナ 

川崎店２階 
 130  町田駅 自由通路 

91  鶴見駅 西口券売機横  131  古淵駅 券売機横 

92  鶴見駅 東口改札外  132  相模原駅 改札口 

93  東神奈川駅 券売機横  133  橋本駅 南口 

94  横浜駅 東口駅長室横（2 台）  134  橋本駅 券売機横 

95  横浜駅 中央北改札内  135  大久保駅 北口 

96  横浜駅 北改札内  136  東中野駅 西口 

97  横浜駅 西口相鉄線連絡通路(2 台)  137  中野駅 北口 

98  関内駅 南口  138  中野駅 南口 

99  桜木町駅 シァル桜木町（2 台）  139  高円寺駅 改札内中層階 

100  石川町駅 元町口改札外  140  阿佐ヶ谷駅 北口 

101  新杉田駅 改札口（2 台）  141  荻窪駅 東口券売機横（2 台） 

102  洋光台駅 改札口  142  西荻窪駅 改札内 

103  港南台駅 改札外  143  吉祥寺駅 中央改札外（2 台） 

104  戸塚駅 橋上口改札外（2 台）  144  吉祥寺駅 公園口改札内 

105  大船駅 西口  145  三鷹駅 券売機横 

106  藤沢駅 ライナー券売機横  146  武蔵境駅 改札内 

107  藤沢駅 券売機横  147  東小金井駅 改札外 

108  辻堂駅 改札外  148  武蔵小金井駅 改札外（2 台） 

109  茅ヶ崎駅 自由通路  149  国分寺駅 券売機横 

110  平塚駅 東口（2 台）  150  西国分寺駅 改札口 

111  小田原駅 自由通路  151  国立駅 改札外 

112  熱海駅 券売機横  152  立川駅 券売機横（3 台） 

113  伊東駅 みどりの窓口前  153  立川駅 東改札内 

114  西大井駅 券売機横  154  立川駅 西改札内精算機横 

115  新川崎駅 改札外  155  立川駅 ビックカメラ立川店 1 階 

116  保土ヶ谷駅 東口  156  立川駅 ルミネ立川 1 階 

117  東戸塚駅 自由通路  157  日野駅 改札口 

118  鎌倉駅 東口  158  豊田駅 南口 

119  逗子駅 東口  159  八王子駅 改札内連絡通路 

120  武蔵小杉駅 北口券売機横（2 台）  160  八王子駅 改札口横 

 

 

 



No. 駅名 場所名  No. 駅名 場所名 

161 西八王子駅 北口  201  新秋津駅 改札外 

162 高尾駅 北口  202  府中本町駅 改札内 

163 甲府駅 自由通路  203  土呂駅 改札外 

164 松本駅 待合室内  204  東大宮駅 改札口横 

165 拝島駅 南口  205  蓮田駅 改札内 

166 昭島駅 改札外  206  久喜駅 自由通路 

167 王子駅 北口  207  小山駅 みどりの窓口内 

168 赤羽駅 北改札口改札内（2 台）  208  宇都宮駅 西口１階 

169 赤羽駅 南改札口改札内  209  上尾駅 自由通路 

170 赤羽駅 ビーンズ赤羽  210  熊谷駅 改札外 

171 東十条駅 北口  211  高崎駅 東口 

172 川口駅 改札外（2 台）  212  桶川駅 券売機横 

173 西川口駅 コンコース  213  鴻巣駅 券売機横 

174 蕨駅 改札口横  214  前橋駅 改札口脇 

175 南浦和駅 改札内  215  南千住駅 券売機横 

176 浦和駅 改札内  216  北千住駅 
西口２階オープンデッキ 

（2 台） 

177 北浦和駅 東口  217  北千住駅 改札内（2 台） 

178 与野駅 改札外  218  亀有駅 券売機横 

179 
さいたま新都心

駅 
券売機横  219  金町駅 北口 

180 大宮駅 南改札内  220  松戸駅 西口１階 

181 大宮駅 南改札外  221  松戸駅 駅ビル北口改札内 

182 大宮駅 中央改札（北）内  222  北松戸駅 改札口横 

183 大宮駅 東口（2 台）  223  馬橋駅 改札外コンコース 

184 大宮駅 ルミネ大宮１階  224  新松戸駅 改札内 

185 川越駅 改札内  225  北小金駅 改札外 

186 武蔵浦和駅 改札内  226  南柏駅 改札口（2 台） 

187 武蔵浦和駅 改札外  227  柏駅 東口 

188 戸田公園駅 改札外（2 台）  228  柏駅 中央口改札内（2 台） 

189 北戸田駅 改札外  229  北柏駅 改札口横 

190 中浦和駅 改札外  230  我孫子駅 南口改札外 

191 南与野駅 改札外  231  天王台駅 改札口横 

192 与野本町駅 改札外  232  取手駅 西口 

193 北赤羽駅 浮間口  233  取手駅 東口 

194 十条駅 北口  234  牛久駅 改札口横 

195 船橋法典駅 券売機前  235  土浦駅 自由通路 

196 南流山駅 改札外  236  水戸駅 みどりの窓口横 

197 南越谷駅 改札内  237  勝田駅 自由通路 

198 東川口駅 改札外（2 台）  238  日立駅 改札外 

199 北朝霞駅 改札内  239  いわき駅 改札外 

200 東所沢駅 改札外  240  浅草橋駅 東口 

 

 



No. 駅名 場所名  No. 駅名 場所名 

241  錦糸町駅 南口（2 台）  281  那須塩原駅 改札外待合室前 

242  錦糸町駅 北口改札内  282  郡山駅 タクシープール口 

243  亀戸駅 北口（2 台）  283  福島駅 西口改札外 

244  平井駅 南口  284  福島駅 東口券売機横 

245  新小岩駅 改札内通路  285  仙台駅 3 階新幹線南口改札外 

246  小岩駅 券売機横（2 台）  286  仙台駅 2 階中央口南券売機横 

247  市川駅 南口  287  仙台駅 2 階中央口北券売機横 

248  本八幡駅 改札口（2 台）  288  古川駅 改札外 

249  下総中山駅 券売機横  289  一ノ関駅 正面口 

250  西船橋駅 武蔵野線連絡通路改札内  290  盛岡駅 東口２階改札外 

251  西船橋駅 券売機横  291  八戸駅 待合室内 

252  船橋駅 改札内  292  新青森駅 待合室内 

253  船橋駅 中央改札口券売機横  293  青森駅 東口みどりの窓口内 

254  東船橋駅 改札外  294  会津若松駅 みどりの窓口前 

255  津田沼駅 券売機横（2 台）  295  山形駅 改札口 

256  幕張本郷駅 改札口  296  米沢駅 待合室内 

257  幕張駅 北口  297  秋田駅 待合室内 

258  新検見川駅 改札内  298  長岡駅 在来線改札口 

259  西千葉駅 北口（2 台）  299  ガーラ湯沢駅 改札口前 

260  千葉駅 東口改札内  300  新潟駅 万代口 

261  千葉駅 東口改札外  301  本庄早稲田駅 南口 

262  千葉駅 東口みどりの窓口前  302  長野駅 東口 

263  都賀駅 券売機横  303  札幌駅 東コンコース南口 

264  四街道駅 北口 1 階  304  札幌駅 西改札外 

265  稲毛駅 改札外（2 台）  305  函館駅 西口 

266  八丁堀駅 改札外  306  赤坂見附駅 
ビックカメラ赤坂見附駅店

1 階 

267  新木場駅 改札内  307  天神福岡 
ビックカメラ天神 2 号館 

1 階 

268  舞浜駅 南口券売機横（2 台）  308  名古屋駅 
ビックカメラ名古屋駅西店

A 館 1 階 

269  舞浜駅 南口改札外（2 台）  309  表参道駅 
紀ノ国屋インターナショナ

ル B1 

270  新浦安駅 改札外（2 台）    （2016 年 5 月 31 日現在） 

271  南船橋駅 券売機前   

272  海浜幕張駅 北口 

273  稲毛海岸駅 券売機横 

274  蘇我駅 改札内 

275  成田駅 改札口横 

276  成田空港駅 改札内 

277  空港第 2 ビル駅 改札内 

278  五井駅 改札外 

279  木更津駅 改札外 

280  茂原駅 改札外 

 


