２００７年３月７日
ヤ フ ー 株 式 会 社
東日本旅客鉄道株式会社

Yahoo!ショッピングにおいて、モバイル Suica ネット決済サービスがスタート

◇ ２００７年 4 月 3 日(火)より「Yahoo!ショッピング」において、
「モバイル Suica
ネット決済サービス」を開始します。
◇ サービス開始を記念して「モバイル Suica ネット決済キャンペーン」
を実施します。
ヤフー株式会社（代表取締役社長 井上 雅博、以下 Yahoo! JAPAN）と、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）は、昨年 5 月に発表した包括業務提携の最初の取り組

みとして、4 月 3 日(火)より「Yahoo!ショッピング」において「モバイル Suica ネット決済サービス」
を開始します。
これにより、ファッション、フード、美容健康、おもちゃなど様々なカテゴリの商品を扱う Yahoo!
ショッピングにおける決済手段として、
モバイル Suica にチャージした電子マネーをご利用いただける
ようになり、モバイル Suica（会員数

約 35 万人：2 月末現在）の利便性が大幅に向上するとともに、

Yahoo!ショッピングでのお買い物がますます便利になります。利用可能な店舗は、約 7,000 店舗からス
タートし 2007 年度末までに 10,000 店舗まで拡大していく予定です。また、サービス開始を記念して
「モバイル Suica ネット決済キャンペーン」を実施します。
今後も Yahoo! JAPAN と JR 東日本は引き続き、両グループが持つさまざまなノウハウを活用した広
範な提携について検討を行ない、ネットとリアルのシナジー効果により利便性が高く価値あるサービ
スの提供の実現を目指していきます。
参考：「モバイル Suica ネット決済キャンペーン」の概要
1.「限定アイテム販売」キャンペーン
人気ファッションブランド「oki-ni」 の限定アイテムをモバイル Suica ネット決済ご利用のお客さまに限り、4 月 3
日～5 月 31 日の期間限定で販売します。
（別紙参照）
2.「Yahoo!ポイント10倍」キャンペーン
キャンペーン参加店舗※において、4月3日(火)～4月10日(火)にモバイルSuicaネット決済を利用し商品を購入した場合
に、通常の10倍のYahoo!ポイントをプレゼントいたします。
3.「モバイルSuica決済でプレゼントを手に入れよう！」キャンペーン
キャンペーン参加店舗※において、4 月 3 日(火)～5 月 31 日(木)にモバイル Suica ネット決済を利用して商品を購入し
た場合に、抽選でプレゼント※があたります。
※キャンペーンの参加店舗およびプレゼントの内容につきましては、4 月 3 日より Yahoo!ショッピング内でご案内いたします。

別紙
モバイル Suica 決済でしか手に入らない「oki‑ni」の限定アイテム販売キャンペーン概要

※商品は無くなり次第変更させていただきます。

◆モバイルSuicaネット決済ご利用イメージ
Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
店舗名
商品名

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

①パソコンまた
は携帯電話で、
モバイルSuica
ネット決済が可
能なショッピング
サイトにおいて、
商品購入を申し
込みます。

商品番号: 31287326
定価: 10,000円
特価: 9,000円
Yahoo!ﾎﾟｲﾝﾄ: 90ﾎﾟｲﾝﾄ
在庫数: 3
※価格は税込みです

ｶｰﾄへ入れる

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

店舗名

店舗名

店舗名

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｶｰﾄ

お届け先の入力

お支払い方法の入力

※価格は税込みです
Yahoo!ﾎﾟｲﾝﾄ
獲得ﾎﾟｲﾝﾄ合計 90ﾎﾟｲﾝﾄ
利用可能ﾎﾟｲﾝﾄ 55ﾎﾟｲﾝﾄ

商品画像をもっと見る

加盟店のショッピングサイトにおける商品購入手続き

1〜1件/1件中
1.商品名
価格: 9000円
数量:
1
再計算
在庫: あり
小計: 9000円
□削除
合計: 12600円
※価格は税込みです

お届け先入力へ

1.お届け先入力
氏名: 東日本 太郎 *
郵便番号: (数字のみ)
1066129 *
〒から住所検索
都道府県: 東京都
市区郡: 港区
町村名と番地:

*
*
*

六本木6-10-1

ﾋﾞﾙ､ﾏﾝｼｮﾝ名等:
電話番号: (数字のみ)
*

3.ご注文確認

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

注文番号：XXXX‑4800
ご注文内容の詳細はこち
ら

免責事項に同意して

>>ﾓﾊﾞｲﾙSuica
携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

注文情報を

注文する
修正する

▽ @softbank.ne.jp

注文内容確認へ

②支払い方法を選択する際に、
モバイルSuicaを選択します。

支払方法入力へ

注文完了
ご注文ありがとうござい
ました。

◆ﾓﾊﾞｲﾙSuicaでお支払い
の場合は、携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
情報を入力してください。

2.お届け方法選択
宅急便 ▽ *

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
店舗名

店舗名

注文内容の確認
□商品名
価格: 9000円
数量: 1

4.お支払い方法
ﾓﾊﾞｲﾙSuica
▽

参考

お支払い方法で｢ﾓﾊﾞｲﾙ
Suica｣が選択されていま
す
ご指定の携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞ
ﾚｽに、JR東日本より、お
支払い情報の記載された
ﾒｰﾙが送信されます。ﾒｰﾙ
をご確認のうえ、支払期
限までにご注文金額をお
支払いください。

による決済手続き
③モバイルSuicaに決済依
頼メールが送信されます。

ログイン

決済内容確認

決済完了

Suicaパスワードを入力し
てください。

決済内容をご確認ください
。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
□商品・サービス名
限定スニーカー
□利用店名
Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○○店
□支払額
12,600円
□現在のSuica残額
15,000円
□支払後のSuica残額
2,400円
□支払期限
2007/4/10 15:20
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
①決済実行
０決済中止
――――――――――――
⑨メニュー

決済が完了しました。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
□商品・サービス名
限定スニーカー
□利用店名
Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○○店
□支払額
12,600円
□支払後のSuica残額
2,400円
□完了日時
2007/4/3 16:50
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
①次へ

■Suicaパスワード(半角)
①ログイン
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
#kSuicaﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた方
②Suicaパスワード再登録
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー
内容をご確認の上、支払手
続きを行なってください。
□利用店名
WEB SHOP
□支払額
3,150円
□決済依頼ＩＤ
20061021‑12345678
□支払期限
2007/4/10 15:20
お支払はこちら

※残額不足の際は、先にチャージの上、
決済を実行してください。

④決済依頼メールよりモバイルSuicaアプリを起動して決済
手続きを行います。

※画面は全てイメージです。
実際とは多少異なる場合があります。

