
2007年9月27日
大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会

東日本旅客鉄道株式会社

大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会（会長：福澤 武 三菱地所株式会社相談役）と東日本旅客

鉄道株式会社（代表取締役社長：清野 智、以下「ＪＲ東日本」）は、大丸有（東京 大手町・丸の内・有楽町）エリアで
の「環境共生型まちづくり」の一環として、2007年10月１日にSuica電子マネーを活用した大丸有エコポイントを導入
することといたしました。導入に際しては、ＪＲ東日本の提供するSuica決済及びSuicaを利用したポイント運営システ
ムを利用します。
2007年10月1日から社会実験としてスタートし、まずは2007年10月22日から26日の期間で開催される地区定番環
境イベントである朝EXPO in Marunouchi 2007 autumn（http://www.asaexpo.net/）の前売り券をSuicaで決済してい
ただくとエコポイントがたまるようになります。
今後は、エリア内にSuicaの決済環境を順次拡大し、ポイント交換メニューを充実させることで、「環境共生型まち
づくり」の新モデルとして、来年以降の本格稼働を目指します。

■『大丸有エコポイント』 のイメージ

大手町・丸の内・有楽町エリアの就業者・来街者を対象に、エリア内の文化・環境施設、環境系イベント、商
業施設等での環境に関する何らかの行動等をSuicaで決済された方に対してエコポイントを付与します。さら
に、エコポイントを個人・自然・社会への環境に関する様々なメニューへ交換していくことで、大丸有エリア
の環境活動を推進していきます。

大手町・丸の内・有楽町地区
再開発計画推進協議会

大手町丸の内有楽町エリアにSuicaをベースとするエコポイントが誕生
～2007年10月1日から社会実験としてスタートします～

だい まる ゆう

環境に関する行動等にポイント付与
※今回の社会実験期間はSuicaにて決済の際にポイント付与
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※詳細は別紙2参照

※詳細は別紙3参照

※詳細は別紙4参照

※詳細は別紙１参照

■今回の社会実験内容

１）Suica決済でエコポイントがたまる

◇大丸有エコポイントに会員登録（無料）し、Suicaで決済することでエコポイントがたまる。

◇大丸有エコポイント付与拠点は当初は下記の４ヶ所の予定。（今後、随時拡大予定。）

・エコッツェリア（新丸ビル10階）：10/1から導入予定
⇒販売内容：朝EXPO in Marunouchi 2007 autumnチケット前売り

・大手町カフェ（大手町ビル1階）：10/1から導入予定
⇒販売内容：朝EXPO in Marunouchi 2007 autumnチケット前売り、飲食

・MARUNOUCHI CAFE（新東京ビル1階）：10/1から導入予定
⇒販売内容：朝EXPO in Marunouchi 2007 autumnチケット前売り

・Nature Info Plaza丸の内さえずり館（新有楽町ビル1階）：10月中旬から導入予定
⇒販売内容：朝EXPO in Marunouchi 2007 autumnチケット前売り

◇ポイントは100円で1ポイントを付与。（※ポイント有効期限は12ヶ月となります。）
例えば、今回の朝EXPOワークショップ、セミナーなど1,000円の参加費をSuicaで決済すると、
10ポイントがたまります。

※名称は社会実験を経て変更される可能性があります。

だいまるゆう



２）ポイントの交換メニュー

2007年10月から始まる社会実験では、下記交換メニューでスタートする予定です。
・朝EXPO in Marunouchi 2007 autumnのゲストやエコに取り組む著名人からの特別プレゼント
・朝EXPOのイベント会場の一つとなる「朝ごはんブース」において参加の地方自治体より、昔ながらの
米・味噌・醤油詰め合わせなどをプレゼント
・次回の朝EXPO in Marunouchi 2008 springの優先予約権
・ニッポン放送Suono Dolce（インターネット放送・デジタルラジオhttp://suono.jp）デジタル番組内で60秒の
「私のエコ宣言」出演権（丸の内の在勤者に限る）
・地域内緑化運動への参加権（例えば、屋上緑化コンテストへの参加権など）
・八ヶ岳日本一の朝プロジェクト参加権（日本一の朝を楽しめる、八ヶ岳南麓で開催されている大自然を
感じるプログラム。大人から子供まで、家族から恋人同士まで参加できるプログラムがいっぱいあります。
詳しくは、http://asa-pro.net/）
など

今後は、大丸有エリア内イベントの特別出演権や、ＪＲ東日本と共同し環境をテーマとしたメニューを検討する
など様々なポイント交換メニューを提供していく予定です。
※交換メニューは、今後の詳細検討の中で変更になる場合がございます。
※交換メニューは、ためたエコポイントにより異なります。

■大丸有エコポイントの運営体制に関して

大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、有限責任中間法人 大丸有環境共生型まちづくり推進
協会（エコッツェリア協会）、NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会が主体となり、「大丸有エコポイント検討委員
会」を設立し、大丸有エコポイントを運営していきます。

大丸有エコポイント検討委員会

（検討内容） ：大丸有エコポイント本格実施に向けた社会実験の企画、運営及び効果検証

（構成メンバー）

■検討委員会実施主体 ：大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会

有限責任中間法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）

NPO法人大丸有エリアマネジメント協会
■トータルコーディネート
実施効果の検証 ：株式会社ビットメディア

■検討委員長 ：長島俊夫（大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会幹事長

/有限責任中間法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会副理事長

/NPO法人大丸有エリアマネジメント協会 副理事長

/三菱地所株式会社代表取締役 専務執行役員）

■検討委員会事務局 ：有限責任中間法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）

■大丸有エコポイント導入記念 Suicaペンギングッズプレゼントに関して

今回の大丸有エコポイントの導入を記念して、エコポイント導入4店舗・施設でSuicaをご利用いただいたお客さま
先着300名様にSuicaペンギンオリジナルメモパッドをプレゼントします。（各店舗・施設ごとに予定配付数がなくなり
次第終了いたします。）

※Suicaペンギンオリジナルメモパッド（ＪＲ東日本提供）



別紙１：大丸有エコポイントサービス概要

■大丸有エコポイントサービスのシステム概要

・大丸有エコポイントサービスは、ＪＲ東日本が提供するSuicaを利用した
ポイント運営システムを利用します。

・ポイントがたまる対象となるSuicaは、モバイルSuicaやSuica付きビューカードを含む
全てのSuicaとなります。

・PASMOでの決済は可能ですが、エコポイントの対象外とさせて頂きますので、ご了承ください。

※Suicaを利用したポイント運営システムとは
駅ナカを中心に展開する「Suicaポイントクラブ」とは異なり、Suicaの決済に対して加盟店様のオリジナルポイント
を発行し加盟店独自のサービスに活用できるシステムです。

大丸有エコポイント

会員
大丸有エコポイント

導入店舗

Suicaを利用したポイント運営システム

Suica電子マネー
システム

・会員登録
・ポイント参照
・ポイント交換申込

・会員管理 ・店舗管理
・ポイント管理 ・交換商品管理
・交換情報管理 ・メール配信
・分析レポート

ポイント
DB

ASP提供

②Suicaで決済する

大丸有エコポイント
携帯サイト

大丸有エコポイント
専用管理端末

ＪＲ東日本

①大丸有エコポイントに
会員登録する（無料）

④ポイントを交換する

③決済情報に応じた
ポイントが付与される

■大丸有エコポイントサービスのシステムフローイメージ



別紙２：大丸有エコポイント会員登録詳細

■大丸有エコポイントの会員登録フロー

・会員登録を行うには、Suicaをご用意の上、携帯電話（インターネット接続とメール機能有）から
のみ実施できます。
・Suica ID（Suicaカード裏面のJEで始まる17桁の番号）を入力することで登録できます。
・登録開始前に、SuicaのＩＤ番号をご確認ください。
※会員登録は無料となります。

大丸有エコポイント
会員登録サイト

にアクセス

空メール送信
↓
受信

専用URLへ
アクセス

規約に合意
↓

パスワード設定

SuicaIDを入力
必要事項を入力

↓
確認／登録実行

登録完了後、
登録完了メール
が届きます

英数4桁で入力

モバイルSuicaのＩＤ番号の確認方法

モバイルSuicaアプリを起動し表示される
メニューから「Suica利用状況確認」→
「Suica情報」→「SuicaID番号・設定確
認」をご覧ください。

大丸有エコポイント
会員登録サイト

※画面は全てイメージです。



別紙３：大丸有エコポイント付与拠点

MARUNOUCHI CAFE
丸の内のフリースペースとして今年で10年目を迎えるMARUNOUCHI CAFE。
文化醸成と情報発信を基軸に「丸の内と“丸の外”の交差点」を目指して、
美術館と連携したアートセミナーや、毎日を健やかに過ごすための
ワークショップ、作家とのコラボレートによる作品展示などを定期的に開催。
その他、新聞や雑誌の閲覧や、建築、写真、絵画など、アート関連の蔵書を
600冊常設し、インターネット接続PCの無料貸し出しも行っている。

Nature Info Plaza丸の内さえずり館
館内に響く鳥の声やヒーリング音楽に耳を傾けながら、自然・環境に関する
様々な情報を入手できるフリースペース。ギャラリースペースでは、写真展
やパネル展を月替わりに開催、イベントやセミナー・自然観察会も定期的に
開催している。ライブラリーでは、写真集や図鑑・書籍が閲覧でき、環境保
全や自然保護に取り組む約80の参加団体の会報誌やイベント情報なども
入手できる。

・住所：千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビル10F
・TEL：03-6266-9466（問い合わせ時間：月～金曜日10:０0～17:00)
・営業時間：10：30～19：00（土・日・祝日休）
・URL：www.ecozzeria.jp

エコッツェリア
新丸ビル10Fに今年5月に誕生した環境戦略拠点。丸の内エリアのまちづ
くりで培ってきた、様々な環境への取り組みを世界に発信し、これからの環
境対策をみんなで考え、生み出していくためのスペース。エコッツェリアと
はイタリア語由来で「エコを創る広場」の造語。有限責任中間法人大丸有
環境共生型まちづくり推進協会（理事長；伊藤滋）が施設を運営。

大手町カフェ
2005年8月に大手町ビル1Fにオープンした、「人とまちと環境をつなぐ」コミュ
ニティースペース。カフェの持つ交流、発信機能により環境への‘気づき’を促
すことを目的として三菱地所株式会社が運営。ビルの中に居ることを忘れさ
せる緑に囲まれた癒しの空間。2006年度グッドデザイン賞金賞・エコプロダク
ツ大賞環境大臣賞、日本ディスプレイデザイン大賞等多数受賞。・住所：千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

・TEL：03-3211-7692
・営業時間：9：30～19：00（平日）

12：00～18：00（土曜日）※イベント開催時のみ営業
日・祝日休

・URL：www.o-cafe.com

・住所：千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1F
・TEL：03-3212-5025
・営業時間：8：00～21：00(土・日・祝日 ： 11:00～20:00)
・URL：www.marunouchicafe.com

・住所：千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル１F
・TEL：03-3283-3536
・営業時間：11：00～19：00（日・祝日休）
・URL：www.m-nature.info
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10/1 Suica導入予定

10/1 Suica導入予定

10/1 Suica導入予定

10月中旬 Suica導入予定

販売内容：朝EXPOチケット前売り販売

販売内容：朝EXPOチケット前売り販売、飲食

販売内容：朝EXPOチケット前売り販売

販売内容：朝EXPOチケット前売り販売

※朝EXPOチケットのSuicaでの販売は①～④の4ヶ所のみとなります。



別紙４：朝EXPOとは？

■主催 ：朝EXPO in Marunouchi 実行委員会
大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、 有限責任中間法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会、
NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会

■企画 ： 株式会社umari
■企画協力 ：Suono Dolce by ニッポン放送、株式会社東京国際フォーラム、ごはんミュージム、郵船トラベル株式会社
■企画制作 ：株式会社サニーサイドアップ、株式会社東急エージェンシー、株式会社Jブレイン
■協力 ：日本一の朝プロジェクト推進委員会
■特別協賛 ：三菱地所株式会社、東京電力株式会社、東京ガス株式会社、丸の内熱供給株式会社、

三菱電機株式会社、株式会社サンケイビル

2006年11月、2007年5月に開催した「朝EXPO in Marunouchi」は、毎朝24万人が通勤する丸の内に、新しい朝の過ごし方を提案するイベントとして大
盛況を博し、今回第3回目を迎えます。第1回、第2回ともに、いつもより少し早起きして通勤したくなる楽しいワークショップやトークショーが好評を得て、
2週間という開催期間に、様々な協賛企業、そして2,000名を超える人々にご参加いただきました。
第3回の今回は、2007年10月22日（月）～10月26日（金）の期間で開催し、会場は大手町・丸の内・有楽町のエリアにおける環境戦略拠点「エコッツェリ
ア」、「大手町カフェ」を中心に、 「MARUNOUCHI CAFE」、東京国際フォーラムの地上広場や、「ごはんミュージアム」、「丸の内オアゾ ○○広場（おお
ひろば）」、ニッポン放送「イマジンスタジオ」、東京サンケイビル 「メトロスクエア フラット」など、前回より規模を拡大して実施いたします。

朝EXPOは新しい朝の過ごし方を提案する環境推進イベントです。
エコを考えるライブトークやビジネスに役立つワークショップなど、早起きでトクするプログラムがいろいろ。
Suicaでチケットを買って、イベントに参加してエコポイントをためてみませんか。

朝EXPO in Marunouchi 2007 autumn （ http://www.asaexpo.net/ ）

＜開催概要＞
■イベント名称 ：朝EXPO in Marunouchi 2007 autumn
■開催日程 ：2007年10月22日（月）～10月26日（金） ＊平日のみ開催
■開催時間 ：平日AM7：00～10：00 ※各トークライブ、ワークショップは7：00～8:00。
■会場 ：丸の内エリア、大手町エリア、有楽町エリアの以下拠点
【丸の内エリア】 ・エコッツェリア （千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビル10F）

・MARUNOUCHI CAFE （千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1F）
・丸の内オアゾ ○○広場 （千代田区丸の内1-6-3 ）

【大手町エリア】 ・大手町カフェ （千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F）
・東京サンケイビル広場メトロスクエア フラット（千代田区大手町1-7-2）

【有楽町エリア】 ・ごはんミュージアム（千代田区丸の内3-5-1）
・東京国際フォーラム地上広場（千代田区丸の内3-5-1）
・ニッポン放送 イマジンスタジオ (千代田区有楽町1-9-3 ニッポン放送Ｂ2Ｆイマジンスタジオ)

■各コンテンツハイライト ※尚、ゲスト、会場は変更になる可能性があります。
【ワークショップ、セミナー】 ※7:00～8:00の間、以下会場で実施。予約制。参加費１回￥1000。
●エコッツェリア ：オーロラ写真家 谷角靖さんなどを中心にエコをテーマにしたトークライブを予定。
●MARUNOUCHI CAFE ：ガーリー風水アドバイザーMireyさんによる風水講座などからだの内と外からキレイになれる

ワークショップを予定。
●大手町カフェ ：河口恭吾さんによるエコトークライブやビジネスにすぐに役立つワークショップを予定。
●ニッポン放送 イマジンスタジオ ：ウォーキングスタイリスト・永井レイさんによるウォーキング講座など、朝から“からだ”を動かす

ワークショップを予定。

【フリースペース】 ※時間制。入場料無料。どなたでも利用いただけます。
◆ごはんミュージアム ：日本各地から集めた名産品とともに朝ご飯の試食や購入ができる。（7:00～9:00の間、どなたでも利用いただけます。）
◆東京サンケイビル ：丸の内の朝市として、産地直送の買い物、朝ご飯が楽しめる。（8：00～15：00の間、どなたでも利用いただけます。）
メトロスクエア フラット

【ライブスペース】 ※時間制。入場料無料。どなたでも利用いただけます。
◆丸の内オアゾ○○広場：10月22日のみ実施。 ビッグアーティストによる、働く人への心地良い朝、パワーアップライブを実施。
◆東京国際フォーラム地上広場：10月22日、23日のみ実施。丸の内で働く人によるゴスペルのモーニングライブ等を実施。


