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衣 笠商店街振興組合 

衣笠仲通り商店街協同組合 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

衣笠商店街振興組合・衣笠仲通り商店街協同組合の72店舗で 

新たにSuicaがご利用いただけるようになります！ 

 
 
 
 
 
 
 

 

衣笠商店街振興組合（理事長：加藤吉彦）、衣笠仲通り商店街協同組合（理事長：鈴木一男）、東日本 

旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：清野智）は、衣笠商店街の 72店舗に、新たに Suica を導入いたしま

す。 

横須賀市の衣笠商店街振興組合、衣笠仲通り商店街協同組合では、Suica 決済を商店街の加盟店で利

用できる環境を整えるとともに、加盟店の販売促進策となる Suica を利用した商店街ポイントサービス事業

を始めることにより、駅前周辺商店街としての利便性を高め、一層集客力を高めていくことを目指していま

す。 

サービスの概要は次のとおりです。 

 
１．Suica導入について 
・サービス開始日  2009年10月1日（木） 
・利 用 可 能 店 舗  衣笠商店街振興組合・衣笠仲通り商店街協同組合 72店舗 

※店舗詳細は別紙 

・S u i c a の 概 要  Suica発行枚数：約2,961万枚（うち電子マネー対応 約2,710万枚） 
（09年8月末現在）   Suica利用可能店舗数：約69,700店舗 
          １日あたりの取扱件数：最高約169万件 

※PASMO・ICOCA・Kitaca・nimoca・SUGOCAを含む 

 
２．商店街ポイントサービス事業「衣笠ポイント」について 
・サービス開始日 2009年10月1日（木） 
・導 入 店 舗 Suica電子マネー利用可能店舗と同様 
・内 容 衣笠ポイント加盟店で、お持ちのSuica（モバイルSuica含む）の番号を登録

すると、現金、Suica、クレジット（一部お取扱いをしない店舗がございます）
でのお支払の際に、ご利用金額に応じて衣笠ポイントがたまります。たまっ
たポイントは次回のお買い物から、衣笠ポイント加盟店にてご利用いただけま
す。（ポイントサービスの内容は各加盟店により異なります） 

・シ ス テ ム 開 発 株式会社シー・アール総研（代表取締役：但野 裕一） 
 
 

◆2009 年 10 月 1 日（木）から、衣笠商店街振興組合、衣笠仲通り商店街協同組合の 72 店舗で、 
新たにSuicaがご利用可能になります。 

◆Suica を導入する72店舗では、商店街ポイントサービス事業「衣笠ポイント」も同時にスタート
致します。 
◆Suicaのほか、PASMO、ICOCA、Kitacaでも決済、ポイントサービスがご利用いただけます。 

※「Suica」はJR東日本の登録商標です。「PASMO」は㈱パスモの登録商標です。「ICOCA」はJR西日本の登録商標です。「Kitaca」は

JR北海道の登録商標です。「nimoca」は西日本鉄道㈱の登録商標です。「SUGOCA」はJR九州の登録商標です。 

 



（別紙）

○衣笠商店街振興組合・衣笠仲通り商店街協同組合　Suica導入店舗一覧

NO 店舗名 業種 店舗住所

1 レディースショップミカミ 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

2 印章＆印刷　宝美堂 印章 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

3 すずらん 化粧品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

4 食処とみかつ 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０　井出ビル2階

5 すずや　仲通り店 化粧品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

6 すずや　本店 化粧品・肌着 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２２

7 松屋酒店本店 酒屋 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２０

8 蝶屋 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

9 三冨タバコ店 たばこ店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２７

10 フォトスタジオ和田 フォトスタジオ 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－１

11 NOPPO（ノッポ）衣笠店 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－２１

12 クリーニング白栄舎 クリーニング 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－１７

13 赤池商店 お茶・海苔 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２６

14 北京 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

15 玉寿々 寿司 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－５

16 ニューアントレ 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

17 小池履物店 靴・傘 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２２

18 小玉洋品店 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２５

19 おもちゃの王様 玩具 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

20 和菓子司いづみや 和菓子 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

21 ささき本店 宝飾・時計・メガネ 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－８

22 広田支店 青果店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２

23 ファンシーブティック　あい 雑貨店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－３

24 花冨 生花 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２７

25 マルト陶器 家庭用品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

26 プライム　カワイ 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

27 浜の母や衣笠店 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０　カガヤビルB１F

28 うえはらストアー 家庭用品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２２

29 かのう 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２

30 宝来屋 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－１６

31 土屋本店 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－５

32 パレットプラザ衣笠店 写真業 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－９

33 REGIO（レジオ） 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７

34 どんぐり 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－３

35 居酒屋　ひゃくまんごく 居酒屋 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０　２F

36 永治堂 和菓子 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－４

37 山野愛子どろんこ美容スタジオJ&K エステサロン 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－３０　中沢ビル　２F

38 三雄堂書店 書籍 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２２

39 たまや洋品店 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２

40 ジューエル靴店 靴 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－３

41 Sushi（スシ）濱館仲通り店 持ち帰り寿司店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０　商栄会館１F

42 Sushi（スシ）濱館衣笠駅前店 持ち帰り寿司店 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－２９－３

43 セラビ美容室 美容院 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－３１

44 船水カバン店 カバン 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２５

45 富久永商店　大通り店 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

46 ブックプラスワン 古本 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２０

47 富久永商店　仲通り店 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

48 わかまつ靴店 靴 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０



NO 店舗名 業種 店舗住所

49 あたごや 和菓子 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

50 鈴木水産　衣笠駅前店 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

51 さつまや 惣菜 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

52 寺分薬局 薬局 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７

53 松月　衣笠店 和菓子 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－１１

54 和光小林 文具店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

55 ブティックエリー 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－５

56 むらやま営業所 キッチン・ガス水道 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

57 めがねの荒木　衣笠店 眼鏡 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

58 井出新聞店 新聞販売 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－１４

59 衣笠商店街ステーションパーキング サービス業 神奈川県横須賀市衣笠栄町２－６５

60 衣笠三河屋 生鮮食料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

61 美容室ウインクス 美容院 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－５－２

62 中川スポーツ スポーツ用品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

63 小判焼大平 菓子・惣菜 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２

64 みはるや 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

65 グローバルホームズ 不動産 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－１７

66 村山食品 惣菜 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

67 衣笠調剤薬局 薬局 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２０

68 柳屋衣笠仲通り店 衣料品 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

69 佐藤生花店 生花店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０

70 洋食屋　屯（むら） 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０和光ビル２F

71 大木理髪店 理髪店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－２２

72 Rico（リコ）カウベル 飲食店 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－７０早野ビル１F

※本導入店舗リストは9/17現在の予定であり、変更の可能性がございます。
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