２００６年 ９月 ５日
東日本旅客鉄道株式会社

は新しいサービスとともに
ステップアップします。
2006 年 1 月 28 日（土）よりスタートした「モバイル Suica」サービス（会員制）は、現在
11 万人を超えるお客さまにご利用いただいております。
10 月以降、以下のサービスを開始し、さらに便利なモバイル Suica をご提供いたしま
す。（表１）
◆10 月 1 日（日）より提供するサービス
（１）ビューカード以外のクレジットカードを指定して、モバイル Suica 会員の登録ができ
ます。
（２）ご利用可能な定期券の券種を拡大します。
◆10 月 2１日（土）より提供するサービス
（１）モバイル Suica の SF（電子マネー）を使って、ネット上でショッピングをお楽しみいた
だけます。
（２）銀行チャージを開始します。
（３）EASY モバイル Suica を開始します。
◆12 月 2 日（土）より提供するサービス
ボーダフォンの携帯電話で、モバイル Suica が利用できます。
１．10月1日（日）より提供するサービスについて
（１）ビューカード以外のクレジットカードでもモバイルSuicaを使えます。（図１）
2006年10月1日（日）より、ビューカード（JR東日本のクレジットカード）以外のカードでも会員登
録し、モバイルSuicaとしてご利用いただくことができます。
①登録可能なカード
ビューカード（ビュー法人カードを含む）、JCB、VISA、MasterCard、American Express、Diners Club
※ 海外で発行されたカード（一部）など、お取り扱いできないカードもございます。
※ 東京モノレール線、りんかい線との連絡定期券は、ビューカード（ビュー法人カードを除く）でのみ、
ご購入いただけます。

②会費について
モバイルSuicaの利用に関わる年会費については、ビューカードでご登録いただいている方は、引
続き当面無料といたします。その他のブランドのカードでご登録いただいた場合は、モバイルSuica
の年会費として、1,000円をいただきます。ただし、2006年10月1日より2007年3月31日まで「年会費

初年度無料キャンペーン」を行います。

（２）ご利用可能な定期券の券種を拡大します。（図２）
これまでの、通勤定期券（普通）、通学定期券（大学生、専門学校生相当）に加え、新たにグリ
ーン定期券、二区間にわたる定期券を発売いたします。
※以下の定期券はモバイル Suica コールセンターへお電話でお申し込みください。
・「定期券利用区間」と「グリーン車利用区間」が異なるグリーン定期券
・二区間にわたる定期券
※Suica カードのグリーン定期券から、モバイル Suica への切替はできません。

２．10月21日（土）より提供するサービスについて
（１）ネット決済が可能となります。（図３）
ネット上でのお買い物の決済手段として、モバイル Suica のＳＦ（電子マネー）を使うことができるように
いたします。
モバイル Suica のネット決済、及びネット決済が可能な加盟店の情報については、別紙１－１、１－２
をご参照ください。

（2）銀行チャージを開始します。（図１）
モバイルバンキングを用いて、モバイルSuicaへオンラインチャージができるサービス「銀行チャージ」
を開始します。
銀行チャージのサービス提供時間、手数料等については、別紙２をご参照ください。
※「銀行チャージ」は、新しい「モバイルSuicaアプリ」をお使いの方に限りご利用いただけます。既にご入
会いただいているお客さまは、新アプリへのバージョンアップが必要となります。なお、新アプリの提供
時期等の詳細については、別紙３をご覧ください。

（３）EASYモバイルSuicaを開始します。（図４）
クレジットカードをご指定いただかなくても、モバイル Suica で電車に乗り、お買い物が楽しめる、SF
（電子マネー）機能に限定した「EASY モバイル Suica」（会員制）を開始します。EASY モバイル Suica 会
員の方に対しても、ネット決済、銀行チャージの各サービスを提供します。
※ これらの新サービス開始に伴うシステム切替作業のため、別紙４のとおり、サービス時間を変更させて
いただきます。

３．12月2日（土）より提供するサービスについて
ボーダフォン株式会社の携帯電話において、12 月 2 日（土）4 時より、モバイル Suica サービスを開始
いたします。EASY モバイル Suica や銀行チャージなど、新たに開始するサービスについても、全て利用
できるように準備して参ります。
※ ボーダフォン株式会社は、2006 年 10 月 1 日（日）より社名を「ソフトバンクモバイル株式会社」へ、またブランド名を「ソフトバンク」へ変更
します。これに伴い、「Vodafone live! FeliCa」は、「S! FeliCa」にサービス名が変わります。

以上
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モバイルSuicaで実現する新しいサービス
◆銀行チャージ、クレジットチャージ

図１

モバイルSuicaで実現する新しいサービス
◆グリーン定期券、二区間にわたる定期券への対応（10月1日予定）
【グリーン定期券の例①】
（グリーン車）

東京

横浜

直接携帯電話機上の
操作によりお求め
いただけます

【グリーン定期券の例②】

四ツ谷

（普通車）

東京

（グリーン車）

横浜
（※）

【二区間にわたる定期券の一例】
新宿
代々木

新宿⇔原宿

東京⇔代々木

（※）

18.12.31まで
モバイル Suicaコールセンター

東京

18.12.31まで

※ これらの定期券を新たにお求めいただく場合、
まずモバイルSuicaコールセンターへ電話で
お申し込みをいただく必要があります。

原宿
・２つの区間の組合せには、一定の制約がございます。

・ ご利用区間等の条件により、モバイルSuicaでは
一部ご利用いただけないものがございます。

図２

モバイルSuicaで実現する新しいサービス

図３

◆ネット決済（10月21日予定）
利用者

SF（電子マネー）の残額から、
リアルタイムに決済されます

③モバイルSuicaの電子マネー
による決済

①商品の購入要求
⑤商品の発送

モバイルSuicaシステム

②決済情報の提供
DB

提携加盟店

④決済完了の通知
JR東日本

モバイルSuicaで実現する新しいサービス
◆EASYモバイルSuica（10月21日予定）

図４

別紙１－１

◆ネット決済ご利用イメージ
加盟店のショッピングサイトにおける商品購入手続き

商品名 単価 数量

WEB SHOP
■ ○○○

1,000円
カートに入れる

■ △△△

1,500円
カートに入れる

■ ×××

2,000円
カートに入れる

①パソコンまたは携帯
電話で、モバイルSuica
ネット決済が可能な
ショッピングサイトにお
いて、商品購入を申し
込みます。

金額

○○○ 1,000

1

1,000

××× 2,000

1

2,000

小 計
消費税

3,000
150

合 計

3,150

ﾓﾊﾞｲﾙSuica決済申込
ﾓﾊﾞｲﾙSuicaに登録した携帯
電話のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを入力して
ください。

申込完了
ﾓﾊﾞｲﾙSuica決済のお申込み
ありがとうございました。
決済メールが到着しましたら
期限内に決済を完了させてく
ださい。

決済方法
○ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
●ﾓﾊﾞｲﾙSuica決済

カートを見る

選択

中止

申込

中止

ＴＯＰへ

②決済方法を選択する際に、
モバイルSuicaを決済手段と
して選択します。

による決済手続き
③モバイルSuicaに決済依
頼メールが送信されます。

ログイン

決済内容確認

決済完了

Suicaパスワードを入力し
てください。

決済内容をご確認ください
。
-----------------------□商品・サービス名
○○○
□利用店名
WEB SHOP
□支払額
3,150円
□現在のSuica残額
5,000円
□支払後のSuica残額
1,850円
□支払期限
2006/11/19 15:20
-----------------------①決済実行
０決済中止
――――――――――――
⑨メニュー

決済が完了しました。
-----------------------□商品・サービス名
○○○
□利用店名
WEB SHOP
□支払額
3,150円
□支払後のSuica残額
1,850円
□完了日時
2006/10/21 16:50
-----------------------①次へ

■Suicaパスワード(半角)
①ログイン
-----------------------#kSuicaﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた方
②Suicaパスワード再登録
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー
決済情報を確認の上、ご決
済ください。
2006/10/21 15:20
WEB SHOP
3,150円
注文ＩＤ
20061021-12345678
支払期限
2006/11/19 15:20
お支払はこちら

※残額不足の際は、先にチャージの上、
決済を実行してください。

④決済依頼メールよりモバイルSuicaアプリを起動して決済
手続きを行います。

※画面は全てイメージです。
実際とは多少異なる場合があります。

別紙１－２

◆モバイルSuica ネット決済加盟店一覧 （五十音順）
サイト

運営会社名
サイト概要

URL（PC版/携帯版）

商品概要

ネット決済
開始予定日

(株)エー・ティー・エックス

PC：shop.at-x.com
限定特典付のアニメ
テレビ東京グループのCSアニメ専門チャンネル「AT-X」が運営するオンラインショップ。アニメファン向 DVDやアニメ関連の
携帯：shop.at-x.com
ゲーム商品など
けに特化して、アニメDVDやゲームを中心にラインナップ。

ジェイアール東日本ネットステーション(株)

平成18年
10月21日

PC：www.eki-net.com/shopping/

鉄道グッズ、銘菓・
ＪＲ東日本グループのインターネットショッピングモールです。
鉄道グッズや銘菓・名産品を中心として販売をしている他、ＪＲ東日本グループの通販冊子の販売窓 名産品など
口としての機能もあります。

※ネット決済開始時には、www.eki-net.biz に
変更予定です。

平成18年
10月21日

携帯：なし

(株)オールアバウト

インテリア、キッチ PC：stylestore.allabout.co.jp/
その道のプロがおすすめするこだわりの逸品を販売するセレクトショップサイトです。単なる商品紹介 ン、雑貨、バス・アロ
にとどまらず、モノの裏側にある隠されたこだわりや、「つくり手」の思いを、コンテンツ形式でお客様に マ、グルメなど全11 携帯：なし
ジャンル
お伝えしています。

ケンコーコム(株)
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数
65,112 点（2006年8月22日現在）。2004年6月に東証マザーズ上場。

PC：www.kenko.com
健康食品、医薬品、 携帯：
健康機器などの健 i.kenko.com/
康関連商品

平成18年
10月21日

ez.kenko.com/

iﾓｰﾄﾞ

平成18年
10月21日

EZweb

(株)ゲームオン

ＰＣとインターネット PC：www.gameon.co.jp/
ゲームオンが運営する話題のオンラインゲームを紹介。いろいろな世界観のＲＰＧが揃っているので、 で、全国の仲間と
自分の好みのゲームを見つけることができます。さらに、魅力あふれる、各ゲームの公式サイトも充 ゲームを楽しめま
携帯：なし
す。
実しています。

平成18年
12月予定

(株)ジュンク堂書店

一般書はもとより専 PC：www.junkudo.co.jp/
ＪＵＮＫＵＤＯ ＢＯＯＫ ＷＥＢは売場面積日本最大のジュンク堂書店池袋本店の常備在庫１５０万冊か 門書では他に類を
らご希望の書籍等を、ご自宅・最寄のジュンク堂書店店頭・ＪＲ東日本の駅（＠ｓｔａｔｉｏｎ）などでお受取 見ない圧倒的な品 携帯：www.junkudo.co.jp/mobile/
揃えを完備
いただける情報サービスです。

平成18年
11月1日

(株)セイジョー

医薬品、健康食品、 PC：www.seijonet.com/
化粧品、日用雑貨、
首都圏、東海、山梨地区に200店舗以上あるドラッグストアー・くすりセイジョーのインターネット通販サ ベビー用品、介護用
イトです。医薬品をはじめ健康食品、化粧品から日用雑貨まで、実店舗以上の品揃えでお客様をお待 品、健康機器、ペット 携帯：www.seijonet.com/m/
ちしております！メール会員になれば毎月豪華景品が当たるチャンスも！
用品、食品など
PC：www.neowing.co.jp/
(株)ネオ・ウィング
音楽CDから、アニメ、映画、アイドルDVDやグッズ等の最新情報満載。ポイント割引最大15％、送料
無料オプション、初回盤・限定盤の発売日お届け、アーティスト先行予約メール等多彩で便利なサー
ビスを実施。

CD、DVD、グッズ

(株)図書館流通センター
日本最大級のインターネット書籍販売サイト「ビーケーワン」のモバイルサイト。約50万アイテムの在 書籍
庫を最短当日出荷でお届けいたします。シンプルなサイトで簡単に購入でき、JR東日本の各駅でのお
受け取りなら送料無料！

ヤフー(株)
「Yahoo!ショッピング」は、11000以上の店舗が出店する日本最大級のインターネットショッピングモー
ルです。食料品から、ファッション、インテリア、家電、パソコン、本、CD、DVD、おもちゃ、ゲーム、カー ショッピングモール
用品、ベビー・子供用品、ビジネス関連商品など、生活に必要な商品を幅広く揃えています。
また、お買い物する毎に「Yahoo!ポイント」も貯まります。
※ 詳細は、各サイト運営会社に御確認ください。

携帯：mobile.neowing.co.jp/

平成18年
10月21日

平成18年
10月21日

PC：www.bk1.co.jp/
携帯：m.bk1.jp/

平成18年
10月21日

PC：shopping.yahoo.co.jp/
携帯：shop.mobile.yahoo.co.jp/

平成19年
春予定

◆銀行チャージご利用イメージ
入金(チャージ)額確認

SF(電子マネー)
①入金(チャージ)
②利用履歴表示
③ネット決済一覧
④Suicaポケット一覧
-----------------------＞定期券購入・変更・払戻
＞Suicaｸﾞﾘｰﾝ券購入・払戻
――――――――――――
⑨メニュー

ログイン

□入金額：
5,000円
□入金後総額：
6,000円
-----------------------上記の内容で入金(チャージ)
しますか。

○○銀行

①入金する(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ)
②入金する(銀行口座)
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

暗証番号の入力

「②入金する （銀行口座）」を
選択します。
銀行選択

別紙２

各銀行のモバイルバンキングサイトへ移動します

ようこそ○○銀行へ
お客さま番号の入力

①ログイン

各銀行のモバイ ルバン キング
へ移動後、ログイン していただ
きます。
ロ グイン時の入力内容は、各
銀行によ り異なります。

銀行チャージを行う銀行を選
択してください。

引き落とし内容確認

□サービス名
○○銀行チャージ
□会社名
○○銀行
□受取額
5,000円
□現在のSuica残額
1,000円
□受取後のSuica残額
6,000円
□受取期限
2007/10/20 12:00
-----------------------①入金（チャージ）する
０戻る

①実行

引き落とし内容を 確
認します。
引き落とし終了
お客さまの銀行口座からの引
き落とし手続きが済みました
ので、引続き、「次へ」を選
択してモバイルSuicaへのチ
ャージの手続きを行ってくだ
さい。

□みずほ銀行
□三井住友銀行
□三菱東京UFJ銀行
（50音順）
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

Suicaポケット内容確認

□チャージ予定金額
5,000円
□手数料
105円
□引き落とし金額
5,105円
□お取引後口座残高
11,000円
□お引き落とし口座
●●支店
普通 ×××××××

各銀行で引き落とした金額を モ
バイ ルSuicaへ入金（チャージ）
します。

ここから先はJR東日本のサイ
トになります。

銀行名を 選択する と各銀行の
サイトへ移動します。

＞次へ

Suicaポケット受取完了
Suicaポケットからの入金が
完了しました。
□サービス名
○○銀行チャージ
□会社名
○○銀行
□受取額
5,000円
□受取後のSuica残額
6,000円
□受取完了日時
2006/10/21 12:00
-----------------------＞Suicaポケット一覧
-----------------------⑨メニュー

入金（チャージ）完了です。

※「Suicaポケット」 とは、銀行チャージ
など において、SF（電子マネー）の
入金（チャージ）を 行うための仕組み
です。
※画面は全てイ メージです。
実際とは多少異なる 場合があります。

◆モバイルSuica 銀行チャージサービス概要（50音順）
銀行名
みずほ銀行

ご利用条件
みずほ銀行の口座保有
「みずほダイレクト」のご契約

サービス提供時間
以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】

手数料

※1

105円 ※2

毎日2：00 ～ 4：00 ／ 毎週土曜日 22：00 ～ 翌日曜日 8：00
毎週月曜日 0：00 ～ 6：00 ／ 第1、第4土曜日 3：00 ～ 5：00

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行
※4

三井住友銀行の口座保有
「One’sダイレクト」のご契約

以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】

三菱東京UFJ銀行の口座保有
「三菱東京UFJダイレクト」のご契約

以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】

105円 ※3

毎日 2：00 ～ 4：00 ／ 毎週日曜日 21：00 ～ 翌月曜日 7：00

52円

毎日2：00 ～ 4：00 ／ 毎週月曜日0：00 ～ 6：00 ／ 第2、第3土曜日21：00 ～ 翌朝7：00
1月1日0：00 ～ 1月4日7：00 ／ 5月3日0：00 ～ 5月5日24：00（日曜日と重なる 場合を 除く）
※1 銀行チャージサービ スご利用にあたって銀行に対してお支払いいただく所定の手数料（消費税込み）です。
※2 みずほマイ レージクラブ ご契約のお客さまで一定の優遇条件を 満たされた方は無料になります。
※3 ポイン ト制 新・普通預金<One’s plus>を ご契約のお客さまは、貯まったポイン トを 利用して無料にする ことが可能です。
One’s pl usのご利用にはワンズプラス利用料として月額210円（消費税込み）が必要 です。所定の条件を 満たすとワン ズプラ ス利用料が無料となります。
※4 サービ ス開始当初は、旧東京三菱店のお口座をお持ち のお客さまに限ります。

別紙３

◆新サービス開始に伴う新アプリの提供について

◎ 「モバイルSuicaアプリ」と「Suica設定アプリ」の２本を統合し、新しく「モバイルSuicaアプリ」としてご提供い
たします。これにより、入会時にダウンロードが必要なアプリの数は、以下の通りとなります。
携帯電話会社
NTTドコモ

KDDI（au）

新アプリ提供開始日

（従来）

ご利用に必要なアプリ（今後）
３種類

10月 1日（日）朝8：00

２種類
新「モバイルSuicaアプリ」
「鉄道・バス設定ｉアプリ」
（NTTドコモ提供）

２種類

10月 5日（木） 昼頃

１種類
新「モバイルSuicaアプリ」

「モバイルSuicaアプリ」
「Ｓｕｉｃａ設定アプリ」
「鉄道・バス設定ｉアプリ」
（NTTドコモ提供）
「モバイルSuicaアプリ」
「Ｓｕｉｃａ設定アプリ」

◎ 現在のアプリ（旧アプリ）を使っている方にも、新アプリへのバージョンアップをしていただくことになります。
経過措置として、２００７年１月１０日までは、旧アプリもご利用可能です。
１月１１日以降は、新アプリのみでのご利用になります。

① ご利用の方

新アプリによる、各メニューのご利用
（ＳＦのオンラインチャージ、定期券購入など）

②

旧アプリによる、各メニューのご利用
（ＳＦのオンラインチャージ、定期券購入など）

新アプリを

旧アプリを

２００７年
１月１０日まで

１月１１日
以降

可能

可能

可能

不可能
（※）

（銀行チャージ
は不可）

③ ご利用の方

バージョンアップを促す画面メッセージ

有り

有り

④

「後でバージョンアップを行なう」という選択肢

有り

無し

備 考

※ バージョンアップを促す画面
メッセージ(③)が表示されます。
新アプリにバージョンアップする
ことで、再び利用可能となります。

◎ 新アプリへのバージョンアップ操作は、携帯電話会社により異なります。詳細はJR東日本ホームページ等に
てご案内してまいります。

◆システム切替作業に伴うサービス時間変更について

別紙４

システム切替作業に伴い、次の時間帯でサービスがご利用いただけません。
（１） 10月 1日（日） 0:30 ～ 8:00
（２） 10月21日（土） 0:30 ～ 5:00
お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承下さい。（※１）

利用不可となる
サービス

・会員登録（入会）
・クレジットカードからのSFチャージ（NEWDAYSなどの店頭でのチャージは可能です。）
・定期券の購入、変更、払戻し（※２）
・Suicaグリーン券の購入、払戻し（※３）
・会員向け各メニュー（退会、機種変更、会員情報の修正、利用履歴表示など）
・再発行
・パソコン上の会員メニュー（定期券予約、紛失時の再発行登録など）
・モバイルSuicaコールセンター業務（定期券予約、紛失時の再発行登録のお申込みなど）（※４）

※１ 既にご購入いただいている定期券、Suicaグリーン券と、既にチャージされているSF残額については、
通常通りご利用いただけます。
※２ 定期券については、新規は使用開始日の７日前から、継続の場合は１４日前からご購入いただけますので、
サービスが休止となる時間帯を避け、あらかじめご購入いただけますようお願いいたします。
※３ サービスが休止となる時間帯にご利用になるSuicaグリーン券につきましては、誠に恐れ入りますが
駅の自動券売機、窓口で、ご乗車前にお求めいただけますようお願いいたします。
※４ 一般的なお問合せについては受付いたします。（ただし、2:00～4:00の時間帯を除く）

２００６年 ９月 ５日
東日本旅客鉄道株式会社
ボーダフォン株 式 会 社

サービスを
ボーダフォン携帯電話にて提供開始いたします。
○ ＪＲ東日本とボーダフォンは、2006 年 12 月より、「Vodafone live! FeliCa」対応
携帯電話においてモバイル Suica サービスを開始いたします。
○ 銀行チャージ・EASY モバイル Suica など新たなサービスも、全て利用することがで
きるように準備を進めます。

このたび、東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）とボーダフォン株式会社（ボーダフォン）は、2006 年 12
月より、「Vodafone live! FeliCa」対応携帯電話において「モバイル Suica」サービスを開始することといたしま
した。
2006 年 1 月にサービスを開始したモバイル Suica は、現在 11 万人を超える方にご利用いただいておりま
す。交通（移動）・電子マネー・認証（入館証など）の各機能が詰め込まれた「モバイル Suica」サービスを、ボ
ーダフォン携帯電話をご利用のお客さまにも提供いたします。また、銀行チャージ・EASY モバイル Suica を
はじめとする新たなサービスについても、ボーダフォンのお客さまには全てご利用いただけるように準備して
参ります。
今後も JR 東日本とボーダフォンは、「モバイル Suica」サービスを通じて、お客さまにより便利な生活を体
験いただけるよう努めてまいります。
１．サービス開始日
2006 年 12 月 2 日（土） 午前 4 時
２．モバイル Suica 対応機種
904SH、905SH の 2 機種 （2006 年 9 月 5 日現在）
※今後さらに増えていく予定です。既に発売されている「Vodafone live! FeliCa」対応携帯電話のうち、
703SHｆ、804SH、904T は、モバイル Suica としてのご利用はできません。

※1 ：「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※2 ：「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触式ＩＣカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。
※3 ：ボーダフォン株式会社は、2006 年 10 月 1 日（日）より社名を「ソフトバンクモバイル株式会社」へ、またブランド名を「ソフ
トバンク」へ変更します。これに伴い、「Vodafone live! FeliCa」は、「S! FeliCa」にサービス名が変わります。
※4 ：Vodafone、Vodafone live！（ボーダフォンライブ！）は、Vodafone Group Plc の登録商標または商標です。
※5 ：SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標また
は商標です。

２００６年 ９月 ５日
東日本旅客鉄道株式会社
株 式 会 社 みずほ銀 行

の銀行チャージサービスを
みずほ銀行で開始いたします。
このたび、東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）と株式会社みずほ銀行（みずほ銀行）は、2006 年 10 月
21 日より、モバイル Suica（※１）の銀行チャージサービスを開始することといたしました。みずほダイレクトの
サービスを活用した、オンラインチャージのサービスをどうぞご利用ください。
１．サービス開始日
2006 年 10 月 21 日（土）
２．ご利用条件
（１）みずほ銀行に口座をお持ちで、かつ「みずほダイレクト」（みずほ銀行が提供する、インターネットバ
ンキング、モバイルバンキング、テレホンバンキングのサービス）のご契約があること。
（２）モバイル Suica への会員登録が済んでいること。（EASY モバイル Suica 会員を含みます。）
３．サービス提供時間
以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】
・毎日2：00～4：00 ／ ・毎週土曜日 22：00 ～ 翌日曜日 8：00 ／ ・毎週月曜日 0：00 ～ 6：00
・第 1、第 4 土曜日 3：00 ～ 5：00
４．手数料について
みずほダイレクトからの銀行チャージサービスご利用にあたって、所定の手数料（105 円(消費税込み)）
が必要です。（銀行に対してお支払いいただく手数料で、チャージ金額とともにお客さまの銀行口座から
の引き落としとなります。）
ただし、みずほマイレージクラブご契約のお客さまで一定の優遇条件を満たされた方は無料になります。
５．ご利用方法について
携帯電話機上の「モバイル Suica アプリ」（※２）の操作によりチャージしていただきます。
（みずほ銀行の店舗でのチャージや、みずほダイレクトの通常メニューからの操作はできません。）
※1 ：「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※２ ：NTT ドコモは 2006 年 10 月 1 日、KDDI（au）は 2006 年 10 月 5 日以降に提供予定の新しい「モバイル Suica アプリ」に
限り利用可能となります。従来の「モバイル Suica アプリ」をご利用の方は、バージョンアップの操作が必要となります。

２００６年 ９月 ５日
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社 三井住 友銀行

の銀行チャージサービスを
三井住友銀行で開始いたします。
このたび、東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）と株式会社三井住友銀行（三井住友銀行）は、2006 年
10 月 21 日より、モバイル Suica（※1）の銀行チャージサービスを開始することといたしました。One’s ダイレ
クトのサービスを活用した、オンラインチャージのサービスをどうぞご利用ください。
１．サービス開始日
2006 年 10 月 21 日（土）
２．ご利用条件
（１）三井住友銀行に口座をお持ちで、かつモバイルバンキングサービス「One’s ダイレクト」（※2）のご
加入手続きが済んでいること。
（２）モバイル Suica への会員登録が済んでいること。（EASY モバイル Suica 会員を含みます。）
３．サービス提供時間
以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】
毎日2：00～4：00
毎週日曜日 21：00 ～ 翌月曜日 7：00
４．手数料について
One’s ダイレクトからの銀行チャージサービスご利用にあたって、所定の手数料（105 円(消費税込み)）
が必要です。（銀行に対してお支払いいただく手数料で、チャージ金額とともにお客さまの銀行口座から
の引き落としとなります。）
ただし、ポイント制 新・普通預金〈One’s plus〉(※3)をご契約のお客さまは、貯まったポイントを利用して
無料にすることも可能です。
５．ご利用方法について
携帯電話機上の「モバイル Suica アプリ」（※4）の操作によりチャージしていただきます。
（三井住友銀行の店舗でのチャージや、One’s ダイレクトの通常メニューからの操作はできません。）
※1 ：「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※2 ：三井住友銀行の個人向けインターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキングサービスの総称です。
※3 ： One’s plus のご利用にはワンズプラス利用料として月額 210 円(消費税込み)が必要です。所定の条件（店頭、ホーム
ページの商品説明書をご参照ください。）を満たすとワンズプラス利用料が無料となります。
※4 ：NTT ドコモは 2006 年 10 月 1 日、KDDI（au）は 2006 年 10 月 5 日以降に提供予定の新しい「モバイル Suica アプリ」に限
り利用可能となります。従来の「モバイル Suica アプリ」をご利用の方は、バージョンアップの操作が必要となります。

２００６年 ９月 ５日
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社三菱東京 UFJ 銀行

の銀行チャージサービスを
三菱東京 UFJ 銀行で開始いたします。
このたび、東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）と株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（三菱東京 UFJ 銀行）は、
2006 年 10 月 21 日より、モバイル Suica（※１）の銀行チャージサービスを開始することといたしました。三菱
東京 UFJ ダイレクトのサービスを活用した、オンラインチャージのサービスをどうぞご利用ください。
１．サービス開始日
2006 年 10 月 21 日（土）
２．ご利用条件
（１）三菱東京ＵＦＪ銀行の口座をお持ちで、かつ「三菱東京 UFJ ダイレクト」（三菱東京ＵＦＪ銀行が提供
する、ダイレクトバンキングサービス）のご契約手続きが済んでいること。
※サービス開始当初は、旧東京三菱店のお口座をお持ちのお客さまに限ります。
（２）モバイル Suica への会員登録が済んでいること。（EASY モバイル Suica 会員を含みます。）
３．サービス提供時間
以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。
【利用できない時間】
・毎日 2：00～4：00 ／ ・毎週月曜日 0：00 ～ 6：00 ／ ・第 2、第 3 土曜日 21：00 ～ 翌朝 7：00
・1 月 1 日 0：00 ～ 1 月 4 日 7：00 ／・5 月 3 日 0：00 ～ 5 月 5 日 24：00（日曜日と重なる場合を除く）
４．手数料について
三菱東京 UFJ ダイレクトからの銀行チャージサービスご利用にあたって、所定の手数料（52 円(消費税込
み)）が必要です。（銀行に対してお支払いいただく手数料で、チャージ金額とともにお客さまの銀行口座
からの引き落としとなります。）
５．ご利用方法について
携帯電話機上の「モバイル Suica アプリ」（※２）の操作によりチャージしていただきます。
（三菱東京ＵＦＪ銀行の店舗でのチャージや、三菱東京 UFJ ダイレクトの通常メニューからの操作はでき
ません。）
※１ ：「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※２ ：NTT ドコモは 2006 年 10 月 1 日、KDDI（au）は 2006 年 10 月 5 日以降に提供予定の新しい「モバイル Suica アプリ」に
限り利用可能となります。従来の「モバイル Suica アプリ」をご利用の方は、バージョンアップの操作が必要となります。

