
2007年5月8日

東日本旅客鉄道株式会社

「Suicaポイント」サービスがスタートします。

～使って、ためて、また使える、Suica電子マネーのポイントサービス、いよいよスタート～

6月1日（金）より“Suica電子マネー”でのお買い物で、「Suicaポイント」がたまる

「Suicaポイント」サービスを開始いたします。

｢Suicaポイント｣サービスをご利用いただくためには、｢Suicaポイントクラブ｣への入会が必要です。

パソコン又は携帯電話から｢Suicaポイントクラブ｣サイトにアクセスして登録するだけで、簡単に

入会できます。

：モバイルSuica会員又は｢ビュー・スイカ｣カード会員

：5月21日（月） 午前10:00～

：｢Suicaポイントクラブ｣サイト

パソコンから http://www.jreast.co.jp/suicapoint/

携帯電話から http://jreast.jp/suicapoint/

■入会資格

■入会受付開始

■入会受付サイト

「Suicaポイント」加盟店マーク

１．「Suicaポイント」サービスの概要 ※詳細は「別紙１」参照

① ｢Suicaポイント｣サービスは、モバイルSuica会員及び、「ビュー・スイカ」カード（提携カード含む）

会員向けのポイントサービスです。ご利用には、｢Suicaポイントクラブ｣への入会が必要です。

② 「Suicaポイント」は「Suicaポイント｣加盟店マークのあるお店で、Suicaでお買い物をすると、自

動的にたまります。

③ たまった｢Suicaポイント｣は、Suicaとして電車やバス、ショッピングにご利用いただけます。

④ 提携企業とのポイント交換も予定しています。

２．｢Suicaポイントクラブ｣への入会 ※詳細は「別紙２」参照



「Suicaポイント」は「Suicaポイント」加盟店マークのあるお店で、Suicaのお買い物の都度、自動

的に付与されます。ポイントは、Suicaでお買い物をされた翌日以降に加算されます。ポイント残高

は、 「Suicaポイントクラブ」サイトで確認できます。

３．「Suicaポイント」のため方 ※詳細は「別紙３」参照

「Suicaポイント」が100ポイント以上たまったら、Suicaにチャージすることができます。

４．「Suicaポイント」のつかい方 ※詳細は「別紙４」参照

Suicaポイントは、提携企業のポイントとの交換が可能です。６月中旬より、ジェイアール東日本ネッ

トステーション株式会社運営の「えきねっとポイント」から「Suicaポイント」への交換を行います。

また、イオン株式会社運営の｢ＷＡＯＮポイント｣、及びジー・プラン株式会社運営の「Gポイント」と

の交換を予定しています。詳細は別途ご案内いたします。

５．「Suicaポイント」と提携企業ポイントとのポイント交換

■交換可能なポイント

「えきねっとポイント」 （6月中旬から交換受付を開始します。）

｢WAONポイント｣ （開始時期は別途ご案内いたします。）

「Gポイント」 （開始時期は別途ご案内いたします。）

■ポイント付与開始

■ポイントのたまるお店

駅ナカ店舗：

街ナカ店舗：

■ポイント付与率：加盟店により異なります。詳細は、「別紙３」でご確認ください。

■ポイント有効期間：付与された日から翌年度末まで有効となります。

KIOSK、NEWDAYS、駅の飲料自販機、あじさい茶屋、BECK’S

COFFEE SHOP、Becker’s、ecute大宮・品川、ペリエ千葉、

JEXER、ホテルメトロポリタン、ホテルメッツ等

100ポイント以上10ポイント単位

1ポイント＝1円

「Suicaポイントクラブ」サイトから交換を申請

■ 交 換 単 位 ：

■ 交 換 レ ー ト ：

■ 交 換 方 法 ：

：6月1日（金）のご利用分から

：「Suicaポイント」加盟店 約3,100店舗（飲料自販機含む）

紀伊國屋書店（新宿本店、新宿南店）

紳士服のコナカ（関東圏約50店舗に順次導入）

時間貸駐車場 タイムズ（約10ヶ所）



「Suicaポイント」サービスの開始にあたり、入会していただいたお客さまを対象に、プレゼントキャ

ンペーンを実施いたします。

キャンペーン名：

実 施 期 間 ：

参 加 方 法 ：

抽 選 ・ 発 表 ：

内 容 ：

そ の 他 ：

６．「Suicaポイントクラブ」入会キャンペーンについて ※詳細は「別紙５」参照

Suicaポイントクラブ

「入っトク！ 1000人、 2000ポイント プレゼント」キャンペーン！

2007年5月21日（月）～6月20日（水）

期間中に「Suicaポイントクラブ」に入会していただくと参加できます。

抽選の上、当選者を決定させていただきます。当選者の発表は、ご登

録いただいたメールアドレスへご案内いたします。

①期間中、ご登録いただいた方の中から抽選で1,000名様に

2,000「Suicaポイント」プレゼント

②もれなく、携帯電話用「ペンギンオリジナル待受け画像」プレゼント

詳細は、5月21日（月）以降、 ｢Suicaポイントクラブ｣サイトなどでご案内

いたします。

【キャンペーン概要】

「Suicaポイントクラブ」に関するお客さまお問合せ窓口を、5月21日（月）より設置いたします。（詳

細は、｢Suicaポイントクラブ｣サイトでご案内いたします。）

７．その他



サービスの詳細ご案内

｢Suicaポイント｣サービスとは

ＳＴＥＰ１ つかう

「Suicaポイント」加盟店マークのあるお店でショッピング！

ＳＴＥＰ２ たまる

ご利用金額に応じて自動的にポイントがたまる！

いろいろなお店でためたポイントをすべて合算！

ＳＴＥＰ３ 電子マネーにかえる

電子マネーとしてSuicaに入金（チャージ）！

｢Ｓｕｉｃａポイント｣サービスとは、Ｓｕｉｃａ電子マネーのショッピングでためられるポイント
サービスです。たまったポイントは電子マネーとしてＳｕｉｃａに入金（チャージ）でき、
ショッピングはもちろん、電車やバスでもご利用いただけます。

別紙1



サービスの詳細ご案内

｢Suicaポイントクラブ｣サイト
トップページ

（www.jreast.co.jp/suicapoint/）

>VIEW’s NETの利用登録方法

｢Ｓｕｉｃａポイントクラブ｣への入会方法

■｢Ｓｕｉｃａポイント｣サービスは、モバイルSuica会員及び、「ビュー・スイカ」カード会員向けの

ポイントサービスです。サービスのご利用には、｢Ｓｕｉｃａポイントクラブ｣への会員登録が必

要です。※1,2

■パソコン又は携帯電話から、｢Ｓｕｉｃａポイントクラブ｣サイトにアクセスして簡単に登録できます。

>｢モバイルSuica｣の会員登録方法

※１ 「ビュー･スイカ」カード会員の方は、事前に「VIEW’s NET」 のご利用登録が必要になります。
「VIEW’s NET」とは、ご利用明細照会やポイント引換応募、ご登録内容の変更などをご利用いただけるビューカード会員向けの便利
なインターネットサービスです。

※２ 「 」 マークと「 」マークのあるカード（「イオンSuicaカード」、「スーパーICカードSuica三菱東京UFJ-VISA」）の会員の方の登
録は、7月1日（日）からとなります。

｢モバイルSuica｣対
応の携帯電話を用
意

｢モバイルSuica｣
サイトにアクセス
※３

モバイルSuicaア
プリをダウンロー
ド

会員情報を入力
して完了

１ ２ ３ ４

※３ 携帯電話サイト http://jreast.jp/mobilesuica/

｢ビュー・スイカ｣カー
ドに入会

「VIEW’s NET」サイトにア
クセス※４

必要事項を入力して完了

１ ２ ３

※４ Ｐ Ｃ サイト
携帯電話サイト

http://www.jreast.co.jp/card/viewsnet/
https://viewsnet.jp/mb/

※画面はイメージになります。
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サービスの詳細ご案内

※Suicaポイントは、お買い物いただいた翌日以降にたまります。
※Suicaポイントの確認は、パソコンか携帯電話にてお願いします。店頭やレシートでは確認できませんのでご了承ください。

■｢Ｓｕｉｃａポイント｣がたまる店舗一覧

サービス開始時には約3,100店舗でご利用いただける予定です。

｢Suicaポイント｣のため方

【パーク24㈱】
時間貸駐車場 タイムズ
（タイムズステーション池袋・川崎・
タイムズ成田空港などの約10ヶ所）

■Suicaご利用可能エリア内において、｢Suicaポイント｣加盟店マークのあるお店でSuicaでショッピングを

すると、自動的に｢Suicaポイント｣がたまります。

【㈱コナカ】
紳士服のコナカ
（関東圏50店舗に順次導入）

街ナカ

駅ナカ

｢Suicaポイント｣加盟店マーク

■100円で1ポイント

■100円で1ポイント

【㈱JR東日本ステーションリテイリング】
ecute大宮
ecute品川

■200円で1ポイント

【㈱ジェイアール東日本スポーツ】
ジェクサー・フィットネスクラブ
（赤羽・大宮・戸田公園・四谷・上野・大井町）

【㈱紀伊國屋書店】
紀伊國屋書店
（新宿本店・新宿南店）

【東日本キヨスク㈱】
キヨスク
NEWDAYS

【㈱日本レストランエンタプライズ】
あじさい茶屋
熱海そば
アドスタンド渋谷
Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉｎｅｒ Ｂａｒ＆Ｇｒｉｌｌ
あ文字屋
田舎そば
いろり庵
旨囲門
エキッチン
駅のそば・そばや 津田沼
大江戸そば
おにぎり てまり
オレンジアベニュー
お茶カフェsui 渋谷店
かごめ 新潟店
カフェレストランＳＰＩＣＥ 舞浜店
かまくらそば
カレーキッチンＳＰＩＣＥ
カントリーファームカフェ 上野店
北浦和スタンド
喫茶ジョー 新潟店
クイックカレーＳＰICE
ＧＯＯＤＴＩＭＥＳ
（カフェ・チャイナなど）
黒酢バー
甲府みたけそば
ご利益そば巣鴨
蔵王そば 仙台店
さぬきうどん
サンディーヌＥＸＰＲＥＳＳ
サンピエロ
芝弥生会館（パステル亭・やよい）
旬彩紀行 やよい
粋家（らーめん、餃子、牛タン）
スタシェーン
清流そば
そば・うどん 八起屋
蕎麦処 さかい
そば処中山道

【ジェイアール東日本フードビジネス㈱】
BECK’S COFFEE SHOP
Becker’s
あずみ
アメリカンポテト
ANDERSEN Dila品川店
うず潮
カフェデンマルク目白店
かよひ路
COCORO アトレ四ツ谷店
ジューサーバー
タイム
長崎みろくや丸の内店
西船珈琲研究所
パスコ
フェロービー
ブラボー
ほんのり屋
みやこ品川
麺屋千代松渋谷店
ラヴァンデリ
リトルマーメイド

【㈱デリシャスリンク】
ＢＡＲＣＡ 大船店
Ｄｉｌａ 品川 ダイナー
Ｄｉｌａ 品川 多謝
Ｐ．ｓｔｙｌｅ
上龍酒家
食房酒膳銀座六景
東京中華食堂
浜松町 東京ブギ
カリーキューブ 平塚駅店

【㈱JR東日本ウォータービジネス】
駅の飲料自販機（約1,500台）

【㈱ジェイアール東京企画開発】
喜多そば

【㈱ジェイアール神奈川企画開発】
NEWDAYS

【㈱ジェイアールかいじ企画開発】
ききょうや風林火山甲府駅店
ジェイショップ
ジューサーバー
ドトールコーヒーショップ 八王子南口店
パニッシュ
フレッシュベーカリー高尾店
ベイクショップ武蔵小金井
ベッカーズ八王子店
ベックス福生店
らーめん直久
ライク・ア・カフェ
小竹林
青梅想ひ出そば店
石和甲斐路店
日野のたいやき茶屋

【㈱ジェイアール宇都宮企画開発】
ＪＣ 小山店
ベックス
喜多 三郷店
手むすび ほのか

【㈱ジェイアール高崎商事】
NEWDAYS 高崎店・熊谷店
トリアノン 高崎駅店
ベックス高崎店
銀座コージーコーナー ＪＲ高崎駅店
高崎駅東口（２階）貸しロッカー
高崎駅物産館

【㈱水戸サービス開発】
プルニエ
ホテルメッツ水戸
モンタニエ 水戸店
ロッテリア
越後そば 日立店
勝田プルニエ店
水戸庵

【東北総合サービス㈱】
NEWDAYS

【㈱鉄道会館】
東京駅
キッチンストリート
黒塀横丁
北町ほろよい通り
ラーメン激戦区
キラピカ通り
Age（アージュ）
TOKYO CAFEBIS
TOKYO CAFÉ GRAND

【㈱千葉ステーションビル】
ペリエ千葉
ペリエ稲毛

【日本ホテル㈱】
ホテルメトロポリタン
ホテルメトロポリタンエドモント
ホテルメッツ（浦和・溝ノ口・渋谷・
目白・赤羽・津田沼・かまくら大船・
高円寺・川崎・久米川・武蔵境・国
分寺）

【高崎ターミナルビル㈱】
ホテルメトロポリタン高崎

旅のお土産館 羽田店
ちゃぶぜん
どん亭
生そばいろり庵丸の内店
ヌードルカフェ舞浜
萩の茶屋 仙台店
パスタキッチン アルデンテ
浜膳
濱そば
はるな高崎店
ハローJ田端店
ふじさわそば
ＦＯＯＤ＆ＣＡＦＥ
ぶんか亭
本所そば
万葉茶屋
名物しながわそば
ラウンジ 田端店
ランバデール 湯河原店
レストラン四季 にいがた
ロンドンパブ
和惣菜と酒 大膳
主要駅の弁当売店
（東京・上野・新宿・大宮
・千葉・仙台・高崎等）

【京葉企画㈱】
NEWDAYS

別紙３



サービスの詳細ご案内

Suicaポイントの交換方法

SuicaポイントのSuica電子マネーへの交換は、｢Suicaポイントクラブ｣
サイトから行います。お持ちのＳｕｉｃａによって交換方法が異なります。

■モバイルSuicaをお持ちの場合

■「ビュー･スイカ」カードをお持ちの場合

｢Suicaポイントクラブ｣サイト
会員メニューページ

１．｢Suicaポイントクラブ｣サイトから
モバイルSuicaへのチャージを選択

２．交換するポイント数を入力し申し込む

１．｢Suicaポイントクラブ｣サイトから
ビューサンクスポイントへの交換を選択

３．駅のATMコーナー「VIEW ALTTE」
にて電子マネーに交換※2

３．モバイルSuicaにチャージ※1

２．交換するポイント数を入力し申込む

※2 「ビュー・スイカ」カード会員は、交換を申請していただいた翌月の15日に、
ビューサンクスポイントに合算されます。
ビューサンクスポイント1,000円分（400ビューサンクスポイント）単位で
駅のATMコーナー「VIEW ALLTE」 を利用してチャージできます。

※1 モバイルSuica会員は、申請後に届くメールからすぐチャージできます。

別紙４

※画面はイメージになります。



サービスの詳細ご案内

2007年5月21日（月）～6月20日（水）

「Suicaポイントクラブ」への会員登録で自動エントリー（パソコンまたは携帯電話から）

ご当選者には、キャンペーン期間終了から２週間程度でポイントが付与されます。

ご当選者には、メールにて当選を通知いたします。

「Suicaポイントクラブ」入会キャンペーンについて

抽選！

登録者特典①

期間中に登録したら、抽選で1,000名様に2,000ポイントをプレゼント！

登録者特典②

期間中に登録したら、もれなく「ペンギンオリジナル携帯待受け画像」

をプレゼント！

もれなく！

■ 実 施 期 間 ：

■ 参 加 方 法 ：

■ 内 容 ：

■ 注 意 事 項 ：

期間中に、「Suicaポイントクラブ」に会員登録された方、全員の中から抽選で1,000名様に

2,000ポイント（2,000円分のSuica電子マネー）をプレゼントします。

さらに、会員登録された方、全員にペンギンオリジナル携帯待受け画像をプレゼントします。

くわしくは、｢Suicaポイントクラブ｣サイトで※

※ペンギンオリジナル待受け画像はモバイルSuica対応機種をお持ちの方に限らせていただきます。

Suicaポイントクラブ

「入っトク！ 1000人、2000ポイントプレゼント」キャンペーン

⇒パソコンから www.jreast.co.jp/suicapoint/

⇒携帯電話から jreast.jp/suicapoint/

別紙５

※5月21日（月）サイトオープン予定
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