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東日本旅客鉄道株式会社 

 『遊食三昧 NIJYU-MARU』『ゆであげパスタ・石釜焼き上げピザ ラ パウザ』 

全店で Suica がご利用いただけます！ 

 

◇ 無国籍居酒屋『NIJYU-MARU』とイタリアンレストラン『ラ パウザ』全店にて
Suica がご利用いただけるようになります。 

◇ Suica スタート記念としてプレゼントキャンペーンを実施いたします。 
 
このたび、株式会社コロワイド東日本の運営する無国籍居酒屋『NIJYU-MARU』とイタリア
ンレストラン『ラ パウザ』の全店(合計 78 店舗)に Suica を導入いたします。それに併せて、ス

タート記念として Suicaキャンペーンを実施いたします。 

   今後も引き続き、コロワイドグループの他の店舗への Suica導入を検討してまいります。 

 
１． 利用開始日   2006 年 12月 8日（金）より 

 

２． 利用可能店舗   

            無国籍居酒屋 「遊食三昧 NIJYU-MARU」 
(全 44店舗) 

      イタリアンレストラン「ゆであげパスタ・石釜焼き上げピザ ラ パウザ」 
(全 34店舗) 

※ 「NIJYU-MARU」蒲田店・橋本店・溝の口駅前店、「ラ パウザ」茅ヶ崎ジャスコ店へは来年以降順次導入 

 

３． キャンペーン内容 

「遊食三昧 NIJYU-MARU」「ゆであげパスタ・石釜焼き上げピザ ラ パウザ」で
Suicaを 1,000 円以上ご利用いただくと、下記の特典が受けられます。 

① 1,000 円ごとに 200円分の割引券をプレゼント 

② 抽選で合計 15,000 名様にオリジナルペンギングッズプレゼント 

【期間：2006年 12月 15日(金)～2007年 1月 21日(日)】 

 

【Suica 概要】(11 月末現在) 

・ Suica 発行枚数            約 1,830 万枚  

うち電子マネー対応枚数 約 1,445 万枚  

・ Suica 電子マネー利用可能店舗数     約 9,700 店舗  

・ 1日あたりの Suica 電子マネー利用件数 約 39万件  



都道府県 店舗名 電話番号 住所 最寄り駅

田町店 03-5419-9394 東京都港区芝5-31-24　 勝文館ビル5F 田町

六本木ロアビル店 03-5775-5422 東京都港区六本木5-5-1　 六本木ロアビル1F 六本木

西葛西店 03-5667-9603 東京都江戸川区西葛西3-16-13　 葛西産業第7ビル6F 西葛西

日暮里店 03-5850-6930 東京都荒川区西日暮里2-19-7　 日暮里駅前東忠ビル5F 日暮里

町屋店 03-5901-5970 東京都荒川区町屋2-2-17　 ニュートーキョー町屋ビル2F 町屋

渋谷井の頭通り店 03-5784-4748 東京都渋谷区宇田川町25-9　 野ばらビル5F 渋谷

新宿南口店 03-5358-5340 東京都渋谷区代々木2-7-7　　 ヒューマックス南新宿ビル　B1F 新宿

高田馬場早稲田通り店 03-5925-2155 東京都新宿区高田馬場4-11-10　 THEORIA TAKADAnoBABA 4F 高田馬場

高田馬場駅前店 03-5338-6901 東京都新宿区高田馬場4-8-7　 花川ビル6F 高田馬場

新宿西口店 03-5325-4560 東京都新宿区西新宿1-16-9　 AIビルB1F 新宿

阿佐谷店 03-5929-1850 東京都杉並区阿佐谷南2丁目15番2号　 あ-1 3F 阿佐ヶ谷

明大前店 03-5329-3525 東京都世田谷区松原2-45-2　 明大前レインボービル5F 明大前

秋葉原店 03-5298-5912 東京都千代田区外神田1-16-1　 トゥモロービル6F 秋葉原

上野店 03-5807-4805 東京都台東区上野4-2-6　 西田ビルB1F 上野

浅草店 03-5830-0522 東京都台東区雷門2-16-9　 浅草雷門SIAビル8F 浅草

町田店 042-728-9845 東京都町田市原町田6-10-10　 町田一番街通り東京ビル3F 町田

仙川店 03-5314-2628 東京都調布市仙川町1-47-11　 パール仙川II4F 仙川

八王子店 042-645-8833 東京都八王子市東町10-4 HKビル5F 八王子

吉祥寺店 0422-28-0395 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-24-7　 吉祥寺光ビル6F 吉祥寺

池袋西口店 03-5958-2580 東京都豊島区西池袋1-17-7　 GMAC池袋ビル4・5階 池袋

池袋60階通り店 03-3983-3511 東京都豊島区東池袋1-29-1　 サントロペビル7F 池袋

南池袋店 03-6907-8601 東京都豊島区南池袋2-26-10 アクティオーレ南池袋5F 池袋

立川店 042-521-7826 東京都立川市曙町2-7-20　 カメヤビル5F 立川

新宿コマ店 03-5292-2640 東京都新宿区歌舞伎町１丁目　白馬車ビル2～4階 新宿

津田沼店 047-403-5061 千葉県習志野市谷津7-8-1　 津田沼アーバンビル5F 津田沼

新松戸店 047-309-6661 千葉県松戸市新松戸1-482　 新松戸森谷ビル4F 新松戸

松戸西口店 047-312-2505 千葉県松戸市本町20-17　 新角ビル6F 松戸

千葉駅前店 043-202-7628 千葉県千葉市中央区富士見2-5-1　 江沢ビル4F 千葉

志木南口店 048-470-5066 埼玉県新座市東北2-30-18　 尾崎ビル5F 志木

川口東口店 048-250-3062 埼玉県川口市栄町3-1-16　 イート川口8F 川口

朝霞台店 048-486-0850 埼玉県朝霞市浜崎1-3-6　 ルクールB1F 朝霞台

東戸塚店 045-826-2601 神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5　 パラダイスガーデン4F 東戸塚

新横浜ルポ店 045-470-8386 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7　 新横浜ルポ4F 新横浜

横浜南幸店 045-410-0065 神奈川県横浜市西区南幸2-15-1　 ティーノビル4階 横浜

伊勢佐木町店 045-253-8733 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-6-5　 亀楽ビル6F 関内

関内セルテ店 045-222-7270 神奈川県横浜市中区真砂町3-33　 セルテ11F 関内

海老名スクエアー店 046-292-7135 神奈川県海老名市中央3-2-48　 海老名スクエアービル5F 海老名

川崎リバーク店 044-221-8415 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1　 リバーク川崎B1 川崎

登戸店 044-930-5040 神奈川県川崎市多摩区登戸3466-1／3467-1　 シーザービル5F 登戸

藤沢店 0466-50-2077 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-2　 プライム藤沢4F 藤沢

平塚店 0463-23-8732 神奈川県平塚市紅谷町4-18　 中秋ビルB1F 平塚

※　蒲田店・橋本店・溝の口駅前店へは来年以降順次導入致します。

東京都

千葉県

埼玉県

神奈川県



都道府県 店舗名 電話番号 住所 最寄り駅

赤坂TBS前店 03-3560-5361 東京都港区赤坂3-13-14　 赤坂313ビル2F 赤坂

アクアシティお台場店 03-3599-5255 東京都港区台場1-7-1　 アクアシティお台場5F 台場

汐留店 03-5537-3713 東京都港区東新橋1-9-2　 汐留住友ビル1F 新橋

青山一丁目店 03-5474-6225 東京都港区南青山1-1-1　 ツインタワービルB1F 青山一丁目

竹下通り店 03-5786-2415 東京都渋谷区神宮前1-7-2　 原宿サンズビル　B1F 原宿

高田馬場店 03-5291-1150 東京都新宿区高田馬場1-29-8　 新宿東豊ビル1F 高田馬場

新宿通り店 03-5366-1164 東京都新宿区新宿3-17-8　 オリンピックビル6F 新宿

新宿NSビル店 03-3345-6613 東京都新宿区西新宿2-4-1　 新宿ＮSビル29F 新宿

町田駅前店 042-710-6347 東京都町田市原町田6-3-11　 ユニオンスクウェア2F 町田

仙川店 03-5314-2401 東京都調布市仙川町1-49-2　 パール仙川ビル2F 仙川

吉祥寺ダイヤ街店 0422-28-0757 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-20　 吉祥寺ビルB1F 吉祥寺

池袋60階通り店 03-3983-3528 東京都豊島区東池袋1-29-1　 サントロペビル7F 池袋

池袋明治通り店 03-5958-2141 東京都豊島区南池袋1-23-1　 富士ビルB1F・1F 池袋

自由が丘店 03-5726-2321 東京都目黒区自由が丘2-10-8　 自由が丘エヌケービルB1F 自由が丘

浦和店 048-834-8845 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-17　 浦和商工ビル別館2F 浦和

所沢店 042-903-0921 埼玉県所沢市日吉町8-5　 所沢Kビル1F 所沢

川越店 049-227-8659 埼玉県川越市脇田町9-3　 Kスクエア2F 川越

川口東口店 048-250-1071 埼玉県川口市栄町3-1-16　 イート川口ビル7F 川口

金沢八景店 045-784-0639 神奈川県横浜市金沢区大川7-4　 ﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄｼﾃｨ横濱　ｶﾙﾃｨｴ4　1F 金沢八景

戸塚下倉田店 045-869-1520 神奈川県横浜市戸塚区下倉田1883　 本郷台

上大岡店 045-882-0257 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1　 カミオ304-2 上大岡

横浜店 045-290-3544 神奈川県横浜市西区北幸1-5-4　 横浜北幸ビル2・3F 横浜

石川町店 045-210-0219 神奈川県横浜市中区吉浜町1-2 パークスクエア横浜2Ｆ 石川町

みなとみらいクロスゲート店 045-222-0785 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67　 クロスゲートシティー3F 桜木町

ビナウォーク海老名店 046-292-5046 神奈川県海老名市中央1-4-1　 ビナウォーク海老名5番館　A-3F 海老名

茅ヶ崎高田店 0467-55-1644 神奈川県茅ヶ崎市高田4-3-75　 茅ケ崎

川崎モアーズ店 044-223-2460 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地　 岡田屋モアーズ7階 川崎

大和店 046-265-6081 神奈川県大和市大和東1-4-14 甘太郎ビル1F 大和

湘南台店 0466-89-0254 神奈川県藤沢市石川6-19-7　 湘南台

藤沢北口店 0466-29-8450 神奈川県藤沢市藤沢462　 吉塚ビル2・3F 藤沢

藤沢店 0466-55-1593 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-2　 プライム藤沢M2F 藤沢

ファミリー通り店 0466-25-8200 神奈川県藤沢市南藤沢21-8　 菊地第3ビルB1F 藤沢

平塚店 0463-20-4733 神奈川県平塚市紅谷町1-8　 中沢第一ビル1F 平塚

※　茅ヶ崎ジャスコ店へは来年以降順次導入致します。

東京都

埼玉県

神奈川県




