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東日本旅客鉄道株式会社 

 

オートチャージサービスがますます便利に 

～簡易 Suica 改札機でのオートチャージサービス利用可能駅 拡大中～ 

JR 東日本では、Suica のさらなる利便性向上をめざしています。その一環として、Suica オート

チャージサービスを簡易 Suica 改札機でもご利用いただけるよう対応を進めています。 

今後もますます便利になる Suica をぜひご利用ください。 

 

◆ 簡易 Suica 改札機（入場機）での Suica オートチャージサービスを順次開始しています 

    2015 年 12 月より一部の駅でサービスを開始した、簡易 Suica 改札機（入場機）での Suica オート

チャージサービスですが、2016 年 3 月末現在で 164 駅にてご利用いただけるようになりました。今

後も順次利用可能駅を拡大してまいります。 

◆ Suica オートチャージサービスとは 

    Suica オートチャージサービスとは、自動改札機にタッチして入場する際に、あらかじめ設定しておい

た条件に基づき、自動的にビューカード（「    」マークの付いたカード）決済で Suica に入金（チャー

ジ）されるサービスです（サービス利用料：無料）。オートチャージは、首都圏・仙台・新潟のSuicaエリア

および PASMO エリア内でご利用いただけます。 

   ※自動改札機出場時、および Suica 電子マネーによるお買い物ご利用時にはオートチャージされません。 
   ※Suica・PASMO エリア以外では、オートチャージサービスはご利用いただけません。 
   ※一部オートチャージできない駅・改札口があります。 
   ※バスではオートチャージサービスはご利用いただけません。 

◆ 簡易 Suica 改札機（入場機） 

   出場機ではオートチャージサービスをご利用いただけません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 
 

 

 

 

 



 
【別紙】簡易 Suica 改札機でオートチャージがご利用になれる駅一覧（2016 年 3 月末日現在） 

 

 

 

駅名 線区 駅名 線区 駅名 線区
あ 青堀駅 内房線 き 清里駅 小海線 に 韮崎駅 中央線

安積永盛駅 東北線 桐生駅 両毛線 の 野蒜駅 仙石線
浅野駅 鶴見線 く 熊川駅 五日市線 野辺山駅 小海線
足利駅 両毛線 倉見駅 相模線 は 羽黒駅 水戸線
網代駅 伊東線 群馬八幡駅 信越線 初狩駅 中央線
安達駅 東北線 こ 五井駅 内房線 鳩ノ巣駅 青梅線
安房天津駅 外房線 桑折駅 東北線 浜金谷駅 内房線
安房勝山駅 内房線 後閑駅 上越線 原当麻駅 相模線
安房小湊駅 外房線 国道駅 鶴見線 番田駅 相模線
安善駅 鶴見線 小淵沢駅 中央線 磐梯熱海駅 磐越西線

い 飯岡駅 総武線 高麗川駅 八高線 ひ 東福島駅 東北線
軍畑駅 青梅線 小宮駅 八高線 東福生駅 八高線
石神前駅 青梅線 古里駅 青梅線 東山梨駅 中央線
石巻あゆみ野駅 仙石線 さ 酒折駅 中央線 干潟駅 総武線
伊豆多賀駅 伊東線 坂町駅 羽越線 常陸太田駅 水郡線
磯部駅 信越線 笹川駅 成田線 常陸大宮駅 水郡線
稲田駅 水戸線 笹子駅 中央線 常陸大子駅 水郡線
猪苗代駅 磐越西線 佐貫町駅 内房線 日向和田駅 青梅線
井野駅 上越線 猿橋駅 中央線 平泉駅 東北線
今市駅 日光線 沢井駅 青梅線 ふ 福島駅 東北線
入谷駅 相模線 し 塩崎駅 中央線 福原駅 水戸線
岩井駅 内房線 四方津駅 中央線 藤田駅 東北線
岩瀬駅 水戸線 宍戸駅 水戸線 富士見駅 中央線

う 宇佐美駅 伊東線 下総神崎駅 成田線 二俣尾駅 青梅線
内郷駅 常磐線 下総橘駅 成田線 太海駅 内房線
鵜原駅 外房線 下館駅 水戸線 船岡駅 東北線
海芝浦駅 鶴見線 下野大沢駅 日光線 船引駅 磐越東線

え 江見駅 内房線 下溝駅 相模線 ほ 保田駅 内房線
お 大川駅 鶴見線 社家駅 相模線 ま 松井田駅 信越線

大津港駅 常磐線 白丸駅 青梅線 松尾駅 総武線
大貫駅 内房線 新芝浦駅 鶴見線 松川駅 東北線
小木津駅 常磐線 す 水原駅 羽越線 松岸駅 総武線
奥多摩駅 青梅線 須賀川駅 東北線 万座・鹿沢口駅 吾妻線
小田栄駅 南武線 そ 相武台下駅 相模線 み 御嶽駅 青梅線
小千谷駅 上越線 相馬駅 常磐線 水戸駅 常磐線
小見川駅 成田線 た 伊達駅 東北線 南中郷駅 常磐線
御宿駅 外房線 玉戸駅 水戸線 南三原駅 内房線

か 甲斐大和駅 中央線 ち 千倉駅 内房線 南福島駅 東北線
鹿島駅 常磐線 銚子駅 総武線 三春駅 磐越東線
春日居町駅 中央線 つ 槻木駅 東北線 宮内駅 信越線
上総興津駅 外房線 燕駅 弥彦線 宮ノ平駅 青梅線
上総湊駅 内房線 燕三条駅 弥彦線 宮山駅 相模線
勝田駅 常磐線 鶴田駅 日光線 む 向河原駅 南武線
勝沼ぶどう郷駅 中央線 鶴見小野駅 鶴見線 武蔵白石駅 鶴見線
門沢橋駅 相模線 と 富浦駅 内房線 も 本宮駅 東北線
金谷川駅 東北線 鳥沢駅 中央線 毛呂駅 八高線
鹿沼駅 日光線 な 長坂駅 中央線 や 梁川駅 中央線
金子駅 八高線 中之条駅 吾妻線 弥彦駅 弥彦線
上菅谷駅 水郡線 長野原草津口駅 吾妻線 矢吹駅 東北線
川井駅 青梅線 那古船形駅 内房線 よ 八日市場駅 総武線
川島駅 水戸線 滑河駅 成田線 横芝駅 総武線

き 喜多方駅 磐越西線 鳴子温泉駅 陸羽東線 わ 和田浦駅 内房線
北鎌倉駅 横須賀線 に 新治駅 水戸線
北三条駅 弥彦線 西松井田駅 信越線
北高崎駅 信越線 日立木駅 常磐線
来宮駅 伊東線 二本松駅 東北線


