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株 式 会 社 ジ ョ ナ サ ン 
東日本旅客鉄道株式会社 

  

    「ジョナサン」での Suｉｃａ利用可能店舗を本格拡大します！ 

～山手線内、京浜東北線、中央線・総武線沿線に 80 店舗～
 

 
 
◇ 2005 年 10 月 26 日より、山手線内の全店舗及び京浜東北線、中央線・総武線 

沿線の「ジョナサン」 80 店舗へ Suica を導入いたします。 

◇ レストラン業界のおける、Suica 本格拡大は全国で初めてとなります。 

 

 
株式会社ジョナサン（東京都武蔵野市：代表取締役社長 矢代 秀己）と東日本
旅客鉄道株式会社（東京都渋谷区：代表取締役社長 大塚 陸毅）は、お客さまの
利便性の向上を図るため、6月 15日よりジョナサン 3店舗にて Suicaの先行導入
をしてまいりました。先行導入の結果、お客様にご好評であったため、2005年 10
月 26日より、Suica導入店舗を拡大し、山手線内全店舗及び京浜東北線、中央線・
総武線沿線の 83店舗（先行導入の 3店舗を含む）に Suicaを導入いたします。 

 
現在 Suicaによる電子マネーがご利用いただける箇所は約 1,600店舗（飲料自販

機等含む、9月末現在）、1日あたりの利用件数は約 15万件に達しております。ま
た、今後も Suicaの利用箇所の拡大を図ってまいります。 

 
  【Suica導入概要】 

 

  １．利用開始日      2005年 10 月 26日（水） 

 

  ２．利用可能店舗   山手線沿線及び山手線内 全店舗 

京浜東北線  （大宮駅～関内駅） 

中央線･総武線（立川駅～千葉駅）沿線(徒歩圏)のジョナサン 

83 店舗 【※別紙参照】 

 

 

 

 



路線 店名 最寄駅（ＪＲ） 電話番号 郵便番号 住所

西新宿店 新宿 03-3227-9317 160-0023 東京都 新宿区 西新宿 8-11-1 日東星野ﾋﾞﾙ1F

小石川柳町店 新宿 03-5840-7055 112-0002 東京都 文京区 小石川 1-17-1 エルアージュ小石川２F
新宿一丁目店 新宿 03-5919-2466 160-0022 東京都 新宿区 新宿 1-33-10 スペーシア新宿２階

新宿御苑前店 新宿 03-5363-9525 160-0022 東京都 新宿区 新宿 2-3-13大橋ビル２階

原宿店 原宿 03-5467-7427 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前 6-4-1 八角館ﾋﾞﾙ2F
渋谷駅新南口店※ 渋谷 03-5766-7577 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷3-26-21 東急ステイ渋谷新南口1F

南青山店 渋谷 03-5468-9424 107-0062 東京都 港区 南青山 6-2-11 藤和南青山ﾋﾞﾙ2F

渋谷宮益坂店 渋谷 03-6418-4211 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷 2-14-17 第２小松ビル
渋谷桜丘店 渋谷 03-5459-3668 150-0031 東京都 渋谷区 桜丘町 23-23第２カスヤビル１Ｆ

広尾店 恵比寿 03-6408-1565 106-0047 東京都 港区 南麻布 5-10-38

目黒店 目黒 03-5475-3100 141-0021 東京都 品川区 上大崎 2-10-33 コミュニティスペース目黒館２F
五反田駅前店※ 五反田 03-3441-5266 141-0022 東京都 品川区 東五反田1-12-2 東急ステイ2F

東五反田店 五反田 03-5798-7268 141-0022 東京都 品川区 東五反田 3-20-16 ｾﾝﾁｭﾘ-ﾋﾞﾙ1F

麻布十番店 浜松町 03-3560-3534 106-0045 東京都 港区 麻布十番 1-4-1 ﾙｰﾄ麻布十番1F

虎ノ門店 新橋 03-5532-8266 105-0001 東京都 港区 虎ノ門 1-19-4
神谷町店 新橋 03-5777-2604 105-0001 東京都 港区 虎ノ門 5-1-4東都ビル２F

六本木店 新橋 03-5772-3009 106-0032 東京都 港区 六本木 3-10-9 三経ビル２８・３Ｆ

新橋西口通り店 新橋 03-3502-5031 105-0004 東京都 港区 新橋 2-15-17
赤坂見附店 新橋 03-5562-5547 107-0052 東京都 港区 赤坂 3-10-10 赤坂サントロペビル２Ｆ

神田錦町店 神田 03-5283-5227 101-0054 東京都 千代田区 神田錦町 3-20 神田中央ﾋﾞﾙ1F

内神田店 神田 03-3251-0131 101-0047 東京都千代田区内神田2-10-7プレミアステージ内神田２Ｆ
妻恋坂店 秋葉原 03-5816-5752 101-0021 東京都 千代田区 外神田 6-5-12 偕楽ﾋﾞﾙ1F

神田須田町店 秋葉原 03-5209-4830 101-0041 東京都 千代田区 神田須田町 2-25 山上ビル１Ｆ

御徒町店 御徒町 03-5812-6674 110-0005 東京都 台東区 上野 5-10-21
新御徒町店 御徒町 03-5835-4553 111-0056 東京都 台東区 小島 2-18-18 深山小島町ビル２Ｆ

上野広小路店 御徒町 03-5807-3379 110-0005 東京都 台東区 上野 1-20-1上野東相ビル２Ｆ

上野桜木店 鶯谷 03-5815-6256 110-0002 東京都 台東区 上野桜木 2-1-3
千駄木店 日暮里 03-5834-1466 113-0022 東京都 文京区 千駄木 3-43-17 アルテーヌ千駄木２F

駒込店 駒込 03-5974-2033 114-0024 東京都 北区 西ヶ原1-2-3-2F

巣鴨店※ 巣鴨 03-5394-7287 170-0002 東京都 豊島区 巣鴨2-5-4

護国寺店 池袋 03-5978-9577 112-0013 東京都 文京区 音羽 2-5-3 ﾃﾞｨｱﾊｲﾑ1F
茗荷谷店 池袋 03-5977-3850 112-0006 東京都 文京区 小日向 4-6-15 茗荷谷駅MFﾋﾞﾙ2F

東池袋店 池袋 03-5953-7622 170-0013 東京都 豊島区 東池袋 1-30-6 セイコーサンシャインビル２F

西池袋店 池袋 03-3985-4322 171-0021 東京都 豊島区 西池袋 1-17-6 池袋西口センタービル
高田馬場駅東店 高田馬場 03-5956-7441 171-0033 東京都 豊島区 高田 3-29-1

高田馬場店 高田馬場 03-5287-4787 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場 1-21-10豊電ビル１F

新大久保東店 新大久保 03-5155-2065 169-0072 東京都 新宿区 大久保 2-5-22セキサクビル１F
大宮東町店 大宮 048-640-1573 330-0841 埼玉県 さいたま市 大宮区 東町 2-20  

浦和西口店 浦和 048-827-1075 330-0062 埼玉県 さいたま市 浦和区 仲町 1-6-13

蕨東口店 蕨 048-430-1252 335-0002 埼玉県 蕨市 塚越 1-6-1
川口駅前店 川口 048-228-1131 332-0012 埼玉県 川口市 本町 4-5-32  

赤羽西店 赤羽 03-5993-7439 115-0055 東京都 北区 赤羽西 1-41-10

大森駅前店 大森 03-5743-6977 143-0023 東京都 大田区 山王 2-8-26 東辰ビル２Ｆ

蒲田店 蒲田 03-5744-8614 144-0052 東京都 大田区 蒲田 5-24-2 損保ジャパン蒲田ﾋﾞﾙ2F
蒲田西口店 蒲田 03-5714-0592 144-0051 東京都 大田区 西蒲田 7-5-10蒲田駅西口会館２Ｆ

京急川崎店 川崎 044-223-1023 210-0006 神奈川県 川崎市 川崎区 砂子 1-3-5第一京浜ビル２F

川崎チネチッタ通り店 川崎 044-222-2802 210-0023 神奈川県 川崎市 川崎区 小川町 5
川崎柳町店 川崎 044-544-1055 212-0015 神奈川県 川崎市 幸区 柳町 3-1

鶴見店 鶴見 045-508-7269 230-0051 神奈川県 横浜市 鶴見区 鶴見中央 4-26ソアラプラザ鶴見１F

新子安店 新子安 045-438-0417 221-0013 神奈川県 横浜市 神奈川区 新子安 1-2-5オルトモールコート２F
横浜鶴屋町店 横浜 045-317-5850 221-0835 神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町 3-32 ｱｶﾃﾞﾐｰﾋﾞﾙ1F

横浜北幸店 横浜 045-412-6835 220-0004 神奈川県 横浜市 西区 北幸 2-9-40 銀洋ﾋﾞﾙ1F

ゲント横浜店 横浜 045-641-0203 220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-3-2 ゲント横浜内
桜木町駅前店 桜木町 045-680-5262 231-0062 神奈川県 横浜市 中区 桜木町 1-1

みなとみらい店 桜木町 045-222-9588 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-7 アルカエフ１Ｆ

伊勢佐木町店 関内 045-250-1209 231-0045 神奈川県 横浜市 中区 伊勢佐木町 1-6-5 亀楽ﾋﾞﾙ2Ｆ
山下公園店 関内 045-680-1883 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１番地シルクセンター国際貿易観光会館１Ｆ
関内店 関内 045-224-8413 231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町3-31

馬車道店 関内 045-663-1399 231-0005 神奈川県横浜市中区5-48ニッセイ同和損害保険横浜ビル１Ｆ

立川北口店 立川 042-540-7275 190-0012 東京都 立川市 曙町 2-42-1 パークアベニュー1F
国分寺南町店 国分寺 042-320-5396 185-0021 東京都 国分寺市 南町 2-17-20 ﾊﾀﾔ第1ﾋﾞﾙ2F

小金井前原店 武蔵小金井 042-384-1071 184-0013 東京都 小金井市 前原 3-41-24 ビュークレスト小金井２Ｆ

東小金井店 東小金井 042-380-7198 184-0003 東京都 小金井市 緑町 2-1-38
西荻窪駅前店 西荻窪 03-5303-5339 167-0042 東京都 杉並区 西荻北 2-2-1松岡西窪ビル２F

阿佐ヶ谷店 阿佐ヶ谷 03-5378-7358 166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-34-9大川ビル１Ｆ

新高円寺店 高円寺 03-5378-7357 166-0011 東京都杉並区梅里1-7-15カーニープレイス杉並ビル１Ｆ
東中野店 東中野 03-3227-7913 164-0003 東京都 中野区 東中野 4-30-8

大久保店 大久保 03-5332-3815 169-0073 東京都 新宿区 百人町 1-17-8淀橋教会B1

四谷店 四ツ谷 03-5919-3266 160-0004 東京都 新宿区 四谷 2-1-3 四谷東急ﾋﾞﾙ1F
麹町店 四ツ谷 03-5215-2711 102-0083 東京都 千代田区 麹町 4-2-4 第二麹町ビル1F

市ヶ谷田町店 市ヶ谷 03-3513-0395 162-0843 東京都 新宿区 市谷田町 2-5クラウンビル１F

牛込柳町店 市ヶ谷 03-5367-6625 162-0061 東京都 新宿区 市ヶ谷柳町 37番地マージュ市谷柳町２F
九段下店 飯田橋 03-3515-7359 102-0073 東京都 千代田区 九段北 1-9-5 朝日九段ﾏﾝｼｮﾝ B1F

神楽坂駅前店 飯田橋 03-5206-8767 162-0805 東京都 新宿区 矢来町 109-2・109-8

伝通院店 水道橋 03-5804-6365 112-0003 東京都 文京区 春日 1-11-13 ｺｱ伝通院1F

水道橋店 水道橋 03-3868-8588 113-0033 東京都 文京区 本郷 1-22-6 本郷ハイホーム２F
両国店 両国 03-5624-7789 130-0021 東京都 墨田区 緑 2-16-2 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ両国2F

亀戸店 亀戸 03-5627-6766 136-0071 東京都 江東区 亀戸 5-6-1

小岩フラワーロード店 小岩 03-5622-2136 133-0056 東京都 江戸川区 南小岩 6-30-10DL-小岩ビル２F
本八幡店 本八幡 047-320-3730 272-0026 千葉県 市川市 東大和田 2-4-10 昭産本八幡ﾋﾞﾙ2F

津田沼駅前店 津田沼 047-403-8187 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼 1-11-4アイダビル２Ｆ

稲毛駅前店 稲毛 043-290-1331 263-0043 千葉県 千葉市 稲毛区 小仲台 6-3-12
千葉駅前店 千葉 043-224-6165 260-0015 千葉県 千葉市 中央区 富士見 1-1-1 千葉駅前ビル２Ｆ
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＜別紙＞ 

（※印はSuica 先行導入店舗です。） 


