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◆モバイルＳｕｉｃａの新規会員獲得及びＳｕｉｃａの利用促進を目的にＳｕｉｃａ専用モバイル

サイト「Y! Suica」（ヤフー・スイカ）を１月２８日（水）より開始します。 

◆サイト開始を記念して「モバイルＳｕｉｃａで１０，０００名様に１，０００円分当たります。」

キャンペーンを実施します。 
◆本サイトは、ＪＲ東日本の提供するＳｕｉｃａサービスをご利用いただくお客さまに対して、

ヤフー株式会社の有する、日本最大級のポータルサイト Yahoo! JAPAN のメディアパワー、日本

最大級のモバイルコンテンツサイト・会員規模を有する株式会社ザッパラスのコンテンツパワ

ーを活用し、ご利用者の満足度の向上を目指します。 

◆本サイトは、2006 年 1 月よりサービスを開始した株式会社ジェイアール東日本企画が提供する

モバイルサイト「Suica.jp（スイカ・ジェイピー）」の運用経験を活かし、さらに利便性を向上

させるものとなります。  

 
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」）と、ヤフー株式会

社（代表取締役社長 井上 雅博、以下「Yahoo! JAPAN」）、株式会社ジェイアール東日本企画

（代表取締役社長 佐々木 信幸、以下「ＪＲ東日本企画」）、株式会社ザッパラス

（代表取締役会長兼社長 杉山 全功、以下「ザッパラス」）は、モバイルＳｕｉｃａの新規会員

の獲得及びＳｕｉｃａサービス全体の利用促進を図ることを目的とした、Ｓｕｉｃａ専用モバ

イルサイト「Y! Suica」（ヤフー・スイカ）のサービスを 1月 28 日（水）より開始いたします。 

本サイトの開始にあたっては、2006 年 5 月にＪＲ東日本と Yahoo! JAPAN が発表した広範な提携

の一環と位置づけ、ＪＲ東日本の提供する「モバイルＳｕｉｃａ」（2008 年 12 月現在の会員数 約

134 万人）の新規会員の獲得及び既存会員への利用促進を目指します。 

将来的には、更なる本サイトのサービス拡充を行うとともに、本サイトを活用した広告ビジネ

スなどを模索してまいります。 
 
※ 本サイトの開始により、ケータイサイト「Suica.jp（スイカ・ジェイピー）」は、2009 年 1 月 28 日をもっ

て、本サイトに統合いたします。 
※ 本サイトのご利用は、ケータイの通信料などを除き無料となります。 

 

Ｓｕｉｃａ専用モバイルサイト のサービス開始について 



 

１．サービス名称 

「Y! Suica」（ヤフー・スイカ） 

２．サービスロゴ 

    
３．ＵＲＬ 

http://suica.mobile.yahoo.co.jp/ 
※モバイル版 Yahoo! JAPAN にて、「 スイカ! 」と検索すると直接サイトをご覧いただけます。 

４．サービス開始日 

  ２００９年１月２８日（水）より 
５．主な提供コンテンツ 

（１）オススメ情報 

・モバイル Suica の入会促進キャンペーンやその他

ＪＲ東日本の提供するお得な情報 

（２）検索エンジン 

・Yahoo!検索による WEB ページ、駅名による周辺情

報及び位置情報を活用した現在地情報の検索 

（３）路線情報 

 ・出発到着時刻検索及び始発終電検索 

（４）エンターテイメント情報 

・本サイトのために書き下ろした鉄道の旅のレポー

トや駅弁情報など 

・モバイルゲーム、占い、マメ知識情報など 

（５）モバイル Suica 情報 

・モバイル Suica 入会ガイドやモバイル Suica が使

えるサイト情報 

（６）ＪＲ東日本関連情報リンク集 

  
 

６．「モバイルＳｕｉｃａで１０，０００名様に１，０００円分当たります。」キャンペーン 

 1 月 28 日（水）～4月 12 日（日）までのキャンペーン期間中に、モバイル Suica に新規入会さ

れた方や、モバイル Suica 定期券、モバイル Suica 特急券などの各種サービスをご利用いただき、

「Y! Suica」内のキャンペーンページから応募いただいた方の中から抽選で 10,000 名様に 1,000

円分のモバイル Suica チャージをプレゼントいたします。 

 詳しくは、「Y! Suica」サイト内のキャンペーンページをご覧ください。 
 

 

 

 
 

※画面イメージは開発中のものとなります。 



 

【JR 東日本 会社概要】 
（１）名称 東日本旅客鉄道株式会社 
（２）代表者 代表取締役社長 清野 智 
（３）設立 1987 年 4 月 1 日 
（４）資本金 2,000 億円 
（５）従業員数 61,900 人（08 年４月現在） 
（６）主な事業内容 

・旅客鉄道業 
・貨物鉄道業 

 ・旅客自動車運送業 
・その他事業 

 
【Yahoo! JAPAN 会社概要】 
（１）名称 ヤフー株式会社 
（２）代表者 代表取締役社長 井上 雅博 
（３）設立 1996 年 1 月 31 日 
（４）資本金 73 億 7,600 万円 
（５）従業員数 3,476 人（2008 年 9 月 30 日現在） 
（６）主な事業内容 

・インターネット上の広告事業 
・イーコマース事業 
・会員サービス事業 
・その他事業 

 
【JR 東日本企画 会社概要】 
（１）名称 株式会社ジェイアール東日本企画 
（２）代表者 代表取締役社長 佐々木 信幸 
（３）設立 1988 年 5 月 
（４）資本金 2 億 5,000 万円 
（５）従業員数 637 人（2008 年 4 月現在） 
（６）主な事業内容  

・広告業 
 
【ザッパラス 会社概要】 
（１）名称 株式会社ザッパラス 
（２）代表者 代表取締役会長兼社長 杉山 全功 
（３）設立 2000 年 3 月 
（４）資本金 14 億 3,264 万円 
（５）従業員数(連結) 212 人（2008 年 10 月現在） 
（６）主な事業内容  

・モバイル及び PC 向けデジタルコンテンツ事業 
・モバイルコマース事業 

《別紙》
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※

Yahoo! JAPAN とモバイルSuica が組んだら、こうなった。

※画面はイメージです。

ポータルサイトならではの豊富なコンテンツ

キャンペーン情報 路線情報、運行情報

Yahoo!検索 旅レポート

ゲーム・占い

モバイルSuica情報

2 0 0 9 . 1 . 2 8 誕 生

JR東日本×Yahoo! JAPAN  毎日使えるケータイサイト 「ヤフー・スイカ」 ブ
ックマークしてね！！

今、モバイル Su ic aで 10,0 0 0名様に1 ,0 00円分のチャージが当たるキャンペーン実施中！

くわしくはY!  Su ic a「オススメ」内にあるキャンペーンサイトへアクセス！

※別途通信料がかかります。

スイカ！

モバイル版Yahoo! JAPANで スイカ！と検索してください。

http://suica.mobile.yahoo.co.jp/

モバイルSuicaのスタートならこのサイトがおトク！
○チャージがあたるキャンペーンやってます！
○もれなくペンギンの待受画面ももらえるよ！
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