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「節電対策に関るＡＴＭの稼動台数縮小」について 

 

 

株式会社東北銀行（取締役頭取  浅沼  新）では、東日本大震災の影響により、東京電

力および東北電力管内における電力需給バランスの悪化が見込まれる中、政府の電力需給

緊急対策本部がとりまとめた「今夏の電力需給対策」に基づく使用制限目標である「使用

最大電力の昨夏比 15％削減」に向け、節電対策に積極的に取り組んでまいります。 

今般、その取り組みの一環といたしまして、店舗に設置しているカードサービスコーナ

ー（ＡＴＭ）の稼働台数を縮小させていただきます。 

お客様には、ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

なお、店舗外カードサービスコーナーは通常通り稼働させていただきます。 

 

 

記 

 

１．対象店舗 

複数台設置している店舗の一部のＡＴＭ（全 107台中 48 台を休止） 

 

２．休止期間および休止時間帯 

    平成 23 年 7 月 1 日～平成 23 年 9 月 9 日の平日営業時間中（8時～21 時） 

※繁忙日および月末、土日祝日は除きます。 

 

以上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

東北銀行 経営企画部（担当：佐々木） 

Tel.019-651-6161（内線：3245） 



対象店舗一覧

店　舗　名 設 置 住 所

本店営業部 盛岡市内丸３番１号
南大通支店 盛岡市南大通２丁目７番１９号
大通支店 盛岡市大通３丁目１番２４号
夕顔瀬支店 盛岡市梨木町５番２８号
紫波支店 紫波郡紫波町日詰字郡山駅５５番地２
青山支店 盛岡市西青山２丁目１９番４０号
都南支店 盛岡市津志田町一丁目５番５５号
本宮支店 盛岡市本宮１丁目６番８号
流通センター支店 紫波郡矢巾町流通センター南１丁目２番１５号
太田支店 盛岡市下太田榊３４番地１
黒石野支店 盛岡市黒石野２丁目９番６３号
滝沢支店 岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞１番地２４４
みたけ支店 盛岡市みたけ２丁目２３番１７号
大館町支店 盛岡市大館町１８番８号
盛岡駅前支店 盛岡市盛岡駅前通９番７号
見前支店 盛岡市永井２４地割９０番地１２
月が丘支店 盛岡市月が丘３丁目４９番５１号
松園支店 盛岡市松園２丁目３７番１号
矢巾支店 紫波郡矢巾町大字南矢幅第７地割４３１番地
盛南プラザ支店 盛岡市本宮６丁目５番２６号
浅岸支店 盛岡市浅岸一丁目１３番１０号
茶畑支店 盛岡市茶畑１丁目１１番１７号
花巻支店 花巻市双葉町１番２４号
遠野支店 遠野市中央通り４番８号
北上支店 北上市本通り１丁目５番１２号
水沢支店 奥州市水沢区字横町１５１番地
江刺支店 奥州市江刺区八日町１丁目１番１８号
一関支店 一関市大町４番２５号
北花巻支店 花巻市四日町１丁目８番２６号
山目支店 一関市山目字三反田１８番１
南水沢支店 奥州市水沢区字川端２２４番３
北上西支店 北上市鍛冶町１丁目１０番１１号
ときわ台支店 北上市藤沢１９地割３５番地１４１
原中支店 奥州市水沢区太日通り３丁目４番１０号
西花巻支店 花巻市西大通り２丁目２５番８号
宮古支店 宮古市新町２番２５号
宮町支店 宮古市宮町１丁目４番２９号
久慈支店 久慈市二十八日町一丁目１４番地
二戸支店 二戸市福岡字八幡下５７番地４
沼宮内支店 岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割２４番地１
種市支店 九戸郡洋野町種市第２３地割２５番地
湊支店 青森県八戸市小中野８丁目１２番地２７号
鹿角支店 秋田県鹿角市花輪字上花輪９９番地
仙台支店 宮城県仙台市青葉区国分町１丁目６番１８号
石巻支店 宮城県石巻市山下町２丁目２番４８号
南気仙沼支店 宮城県気仙沼市田谷２０番９号
古川支店 宮城県大崎市古川駅前大通４丁目４番２３号
南古川支店 宮城県大崎市古川穂波二丁目１７番３５号
※全58か店中、48か店48台のＡＴＭを休止

【複数台設置しているＡＴＭのうち1台のみ休止いたします】



休止期間および休止時間帯一覧

日 月 火 水 木 金 土
6/30 7/1 7/2

通常稼働
9時～17時休止
17時稼働再開

通常稼働

7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23

通常稼働 通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

通常稼働 通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 通常稼働 通常稼働

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

通常稼働 通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 通常稼働

9時～17時休止
17時稼働再開

通常稼働

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 通常稼働

9時～
終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働

9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10

通常稼働
9時～

終日休止
終日休止 終日休止 終日休止

～17時迄休止
17時稼働再開

通常稼働


