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株式会社銀座コージーコーナー 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

Suica拡大導入記念キャンペーン！ 

Suicaでお買い上げでジャンボシュークリーム、ペンギングッズをプレゼント！ 

 

 

 

 
株式会社銀座コージーコーナー（代表取締役社長：中島英樹、以下「コージーコーナー」）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、コージーコーナー店舗におけ
るSuica拡大導入を記念して、2010年1月15日（金）より、Suicaでお買い上げいただいた方にジャ
ンボシュークリーム、ペンギングッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。 
コージーコーナーでは、お客さまの利便性向上を図るため、2005年6月より駅構内・駅ビル内の店
舗を中心にSuicaの導入を開始し、2009年9月からは首都圏エリアの街ナカ店舗へも拡大導入してま
いりました。導入店舗では、お客さまには「スピーディーで手軽に利用できる」と大変ご好評をいた
だいております。 
コージーコーナーとＪＲ東日本は、今後も生活に密着したサービスを展開し、さらなる顧客利便性
の追及を目指してまいります。 

 
 １．キャンペーン概要 

 【第一弾】 

○ 期間 ： 2010年1月15日(金) ～ 1月21日(木)  [7日間] 
○ 内容 ： Suicaで 1000円以上お買い上げの方にもれなくジャンボシュークリーム1個プレゼント！ 

 【第二弾】 

○ 期間 ： 2010年1月22日(金) ～ ペンギングッズなくなり次第終了 
○ 内容 ： Suicaでお買い上げの方にSuicaペンギンクリッププレゼント！[各店舗先着200名様] 
 

２．対象店舗  

Suicaがご利用可能な店舗  81店舗 [詳細は別紙をご参照ください] 

※専用のキャンペーンステッカーが対象店舗の目印です。 

 
（参考）Suicaの概要（2009年12月末現在） 

・ Suica発行枚数：約 3,063万枚（うち電子マネー対応 約2,815万枚） 

・ Suica利用可能店舗数：約80,290店舗 

・ 1日あたりの取扱い件数：最高約169万件（PASMO・ICOCA・Kitaca・nimoca・SUGOCAを含む） 

    ※「Suica」はＪＲ東日本の登録商標です。※「PASMO」は（株）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（株）の登録商標です。※「SUGOCA」はＪＲ九州の登録商標です。 

 
 

◆ 銀座コージーコーナーとＪＲ東日本は、2010年1月15日(金)より、コージーコーナー店舗でのSuica
利用促進を目的に、Suica でお買い上げいただいた方にジャンボシュークリーム、ペンギングッズを
プレゼントするキャンペーンを実施します。 

◆ キャンペーン対象店舗は首都圏エリアでSuica がご利用可能な81 店舗です。専用のキャンペーンス
テッカーが目印です。 

ジャンボシュークリーム オリジナルペンギンクリップ 

キャンペーンステッカー



【別紙】

銀座コージーコーナー　Suicaキャンペーン対象店舗一覧

NO. 店舗名 所在地 NO. 店舗名 所在地
1 都立大学店 東京都目黒区 42 JR浦和西口店 埼玉県さいたま市
2 中目黒アトラスタワー店 東京都目黒区 43 蕨駅西口店 埼玉県蕨市
3 十条店 東京都北区 44 吉川店 埼玉県吉川市
4 王子店 東京都北区 45 ＪＲ熊谷店 埼玉県熊谷市
5 アルカード赤羽店 東京都北区 46 ＪＲ北本店 埼玉県北本市
6 大塚店 東京都豊島区 47 フレスポ八潮店 埼玉県八潮市
7 巣鴨北口店 東京都豊島区 48 鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市
8 ホテルメッツ駒込店 東京都豊島区 49 朝霞店 埼玉県朝霞市
9 五反田店 東京都品川区 50 川口直売店 埼玉県川口市
10 戸越銀座店 東京都品川区 51 ビーンズ西川口店 埼玉県川口市
11 武蔵小山店 東京都品川区 52 新座店 埼玉県新座市
12 中野サンモール店 東京都中野区 53 ビーンズ戸田公園店 埼玉県戸田市
13 有楽町店 東京都中央区 54 ペリエ千葉店 千葉県千葉市
14 銀座八丁目店 東京都中央区 55 ペリエ西千葉店 千葉県千葉市
15 銀座一丁目本店 東京都中央区 56 ボックスヒル松戸店 千葉県松戸市
16 グランデュオ蒲田店 東京都大田区 57 馬橋店 千葉県松戸市
17 北千住西口店 東京都足立区 58 北松戸店 千葉県松戸市
18 お茶の水店 東京都千代田区 59 北小金店 千葉県松戸市
19 西荻窪店 東京都杉並区 60 行徳店 千葉県市川市
20 阿佐ヶ谷店 東京都杉並区 61 シャポー市川店 千葉県市川市
21 四ツ谷店 東京都新宿区 62 勝田台店 千葉県八千代市
22 高田馬場店 東京都新宿区 63 シャポー船橋店 千葉県船橋市
23 ＪＲ新宿南口店 東京都新宿区 64 鶴見店 神奈川県横浜市
24 武蔵小金井店 東京都小金井市 65 鶴見西口店 神奈川県横浜市
25 日暮里店 東京都荒川区 66 綱島店 神奈川県横浜市
26 町屋店 東京都荒川区 67 関内セルテ店 神奈川県横浜市
27 田町店 東京都港区 68 鴨居店 神奈川県横浜市
28 赤坂店 東京都港区 69 シァルプラット東神奈川店 神奈川県横浜市
29 赤坂見附店 東京都港区 70 武蔵新城店 神奈川県川崎市
30 門前仲町店 東京都江東区 71 武蔵中原店 神奈川県川崎市
31 東陽町店 東京都江東区 72 淵野辺店 神奈川県相模原市
32 平井店 東京都江戸川区 73 相模原駅ビルナウ店 神奈川県相模原市
33 小岩店 東京都江戸川区 74 辻堂店 神奈川県藤沢市
34 ルミネ立川店 東京都立川市 75 茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市
35 調布北口店 東京都調布市 76 大船店 神奈川県鎌倉市
36 成瀬店 東京都町田市 77 横須賀中央店 神奈川県横須賀市
37 西八王子店 東京都八王子市 78 水戸駅ビルエクセル店 茨城県水戸市
38 北浦和東口店 埼玉県さいたま市 79 古河店 茨城県古河市
39 武蔵浦和店 埼玉県さいたま市 80 ボックスヒル取手店 茨城県取手市
40 大宮東口店 埼玉県さいたま市 81 ＪＲ高崎店 群馬県高崎市
41 JR南浦和東口店 埼玉県さいたま市

※都合により変更となる可能性がございます。


