
 
 

2 0 1 0 年 6 月 2 5 日 
株式会社ＪＲ東日本リテールネット 
東日本旅客鉄道株式会社 

 
Suica セルフレジ設置店舗が増えてご利用しやすくなっています！ 

 

「セルフレジで買うと Suica ポイント 10 倍キャンペーン」を実施します！！ 

 
◇2010 年 6 月 24 日現在、よりスピーディーで便利にお買い物をしていただくために、お
客さまご自身でバーコードスキャンとお支払いを全て行なっていただく Suica セルフ
レジが、NEWDAYS、KIOSK142 店舗でご利用いただけるようになっています。 
◇この Suica セルフレジをより多くのお客さまにご利用していただくために、「セルフレ
ジで買うと Suica ポイント 10 倍キャンペーン」を実施します。 

 
 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」）と株式会社 
ＪＲ東日本リテールネット（代表取締役社長：夏目 誠）は、お客さまの利便性の向上を
図るため、2009 年 6 月から Suica 専用セルフレジの導入開始・拡大を進め、2010 年 6 月時
点でＪＲ東日本の営業エリア内 142 店舗（別紙参照）で Suica セルフレジがご利用可能に
なっています。 
 この Suica セルフレジのより一層の利用促進を目的に、「セルフレジで買うと Suica ポイ
ント 10 倍キャンペーン」を実施いたします。 
 
１．期  間  ２０１０年６月２９日（火）～７月１９日（月） 
 
２．対象店舗  ＮＥＷＤＡＹＳ（ニューデイズ） ７９店舗  

 ＫＩＯＳＫ（キオスク）     ６３店舗 
計１４２店舗 （別紙参照） 

 
３．概  要  Suica ポイントクラブ会員のお客さまが Suica セルフレジを利用してお支

払いいただくと、Suicaポイントが通常200円につき1ポイントのところ、
通常の 10 倍（200 円につき 10 ポイント）たまります。 

 
※ Suica ポイントサービスは、事前に「Suica ポイントク
ラブ」への会員登録（無料）が必要となります。詳しくは、
www.jreast.co.jp/suicapoint/ をご覧ください。 
※ セルフレジは PASMO、Kitaca、TOICA、ICOCA、SUGOCA、
nimoca、はやかけんもご利用になれますが、Suica ポイン
トは付与されません。あらかじめご了承ください。 

 
      
 
 
 
 

 

ご好評に

つき！ 



 
 

 

①お客さまご自身で、商品

のバーコードをセルフレジ

に読み取らせてください。 ①’新聞を購入する場合は 
「新聞」タッチパネルの商品を

タッチしてください。 

③Ｓｕｉｃａ 
読み取り部 
にSuicaを 
タッチして 
ください。 

商品選択後の取り消しの場合 

商品選択後、取り消しを行う場合、画面の 
「キャンセル」ボタンを押してください。 

セルフレジではタバコ・お酒はお買
い上げいただけません（ご購入時、
年齢確認をさせていただいておりま
す）。お手数ですが販売員のいるレジ
までお回りいただくようお願いいた
します。 
 

②全ての商品の登録が

完了しましたら、内容を

ご確認いただき、お会

計ボタン（レシートあり・

レシートなし）をタッチし

てください。 

④お買い 
物終了 
です。 



【別紙】

ＮＥＷＤＡＹＳセルフレジ設置箇所 ＫＩＯＳＫセルフレジ設置箇所

有楽町 ＮＤ有楽町店 有楽町駅京橋口改札外 八丁堀 八丁堀１号店 八丁堀駅Ｂ１Ｆ改札内コンコース

有楽町 ＮＤ有楽町中央店 有楽町駅中央口改札内 丸の内１号店 東京駅南通路丸の内方中央線ホーム

新橋 ＮＤ新橋店 新橋駅改札外 改札５号店 東京駅八重洲南口改札内

東京 ＮＤ東京丸南地下店 東京駅地下通路前 八重洲北１号店 東京駅八重洲北口改札外

東京 ＮＤ東京八重洲南口店 東京駅八重洲南口改札内 丸地下８号店 東京駅丸地下B4エスカレーター前

神田 ＮＤ神田店 神田駅改札外北口側 東ホ２B店 東京駅(南行)山手・京浜ホーム神田寄り

浜松町 ND浜松町 浜松町駅　南口改札外 東ホ１C店 東京駅（北行）山手・京浜ホーム神田寄り

品川 ＮＤ品川店 品川駅高輪口外道路脇 東ホ高架Ａ店 東京駅中央線（高架）ホーム有楽町寄り

品川 ＮＤ品川中央店 品川駅改札外脇 東ホ高架B店 東京駅中央線（高架）ホーム神田寄り

上野 ＮＤ上野中央口店 上野駅中央口正面改札横 大森 大森４号店 大森駅中央改札内

上野 ＮＤ上野新浅草口店 上野駅入谷口改札外 品川 品川１C店 品川駅（山手）ホーム中央

上野 ＮＤ上野不忍口店 上野駅不忍口改札外　アトレ上野テナント 田町 田町３号店 田町駅橋上改札内階段脇

秋葉原 ＮＤ秋葉原店 秋葉原駅電気街口改札外 浜松町 浜松町１号店 浜松町駅北口改札外正面

新宿（駅構外） ＮＤ新宿西口店 新宿駅西口改札外、高速バスターミナル付近 上野４４号店 上野駅大連絡橋上

駒込 ＮＤ駒込店 ホテルメッツ駒込1階 上野４５号店 上野駅高架５・６番線ホーム中央

大崎 ＮＤ大崎店 大崎駅改札内 松戸 松戸８号店 松戸駅橋上改札外　改札前

高円寺 ＮＤ高円寺店 高円寺駅改札外 北松戸 北松戸１号店 北松戸駅橋上改札内

渋谷 ＮＤ渋谷中央口店 渋谷駅改札内埼京線連絡通路 柏 柏６号店 柏駅橋上中央改札外コンコース

池袋 ＮＤ池袋西口店 池袋駅改札外　西口階段脇 天王台 天王台店 天王台駅橋上改札外

巣鴨 ND巣鴨店 巣鴨駅　改札外正面 渋谷７号店 渋谷駅埼京連絡通路中央

水道橋 ＮＤ水道橋店 水道橋駅西口改札外道路脇 渋谷６号店 渋谷駅山手外回りホーム恵比寿寄り

恵比寿 ＮＤ恵比寿店 恵比寿駅改札内正面 渋谷１号店 渋谷駅山手内回りホーム原宿寄り

市ヶ谷 ＮＤ市ヶ谷店 市ヶ谷駅　改札外正面 新宿９号店 新宿駅サザンテラス口改札内

大塚 ＮＤ大塚店 大塚駅　改札内正面 新宿３１号店 新宿駅改札内京王線連絡地下通路手前

五反田 ＮＤ五反田店 五反田駅　改札外正面 新宿５５号店 新宿駅南口改札内コンコース

田端 ＮＤ田端店 田端駅改脇アトレ田端1F 高田馬場 高田馬場１号店 高田馬場駅　改札外正面

田町 ＮＤ田町店 田町駅北口改札内 池袋 池袋４号店 池袋駅南口改札内コンコース

亀有 ND亀有 亀有駅　改札外正面 大崎 大崎４号店 大崎駅南口改札外脇

北柏 ND北柏 北柏駅　東口ロータリー前 赤羽 赤羽１号店 赤羽駅本屋改札内通路脇

我孫子 ND我孫子 我孫子駅　改札外南口ロータリー内 西日暮里 西日暮里１号店 西日暮里駅改札口外みどりの窓口正面

取手 ND取手店 取手駅　東口改札を出て左側 田端 田端１号店 田端駅北口改札外びゅうプラザ正面

川崎 ND川崎東口 川崎駅　東口駅前広場交番前東口階段下りて右手 駒込 駒込５号店 駒込駅東口改札外左

東神奈川 ND東神奈川 東神奈川駅　東神奈川駅改札外脇 四ツ谷 四ツ谷１号店 四ッ谷駅改札外四ッ谷口側

新川崎 ND新川崎店 新川崎駅　北口改札外 高円寺 高円寺３号店 高円寺駅改札外正面

鹿島田 ND鹿島田店 鹿島田駅　改札外左 荻窪 荻窪４号店 荻窪駅西口改札外左脇

武蔵中原 ND武蔵中原店 武蔵中原駅　２Ｆ改札外正面 横浜 横浜２９号店 横浜駅北口改札内

戸塚 ND戸塚地下店 戸塚駅　地下改札口 改札外 新川崎 新川崎１号店 新川崎駅改札内

東戸塚 ND東戸塚店 東戸塚駅　改札外東口ロータリー内 保土ヶ谷 保土ヶ谷２号店 保土ヶ谷駅橋上改札内

淵野辺 ND淵野辺店 淵野辺駅　改札外北口方向 武蔵小杉 武蔵小杉１号店 武蔵小杉駅橋上改札外脇

鴨居 ND鴨居店 鴨居駅　改札外 関内 関内２号店 関内駅北口改札外右側

鎌倉 ND鎌倉店 鎌倉駅　改札外　駅ビル内 茅ヶ崎 茅ヶ崎２号店 茅ヶ崎駅橋上改札内コンコース東京寄り

逗子 ND逗子店 逗子駅　東口改札外脇 平塚 平塚１０１号店 平塚駅北口改札外右側

石川町 ND石川町店 石川町駅　改札内北口改札正面 本郷台 本郷台１号店 本郷台駅改札外　１号売店横

大船 ND大船北口店 大船駅　改札内５・６番線ホーム入り口脇 八王子 八王子５号店 八王子駅八高線ホーム高尾寄り

辻堂 ND辻堂店 辻堂駅　南口改札外階段下 八王子９号店 八王子駅横浜線ホーム

本郷台 ND本郷台店 本郷台駅　改札外 昭島 昭島１号店 昭島駅改札内

二宮 ND二宮店 二宮駅　改札外 国分寺 国分寺２号店 国分寺駅改札内脇

三鷹 ND三鷹店 三鷹駅　改札外コンコース 三鷹 三鷹９号店 三鷹駅緩行ホーム立川寄り

北府中 ND北府中店 北府中駅　改札出て左手階段下 東小金井 東小金井１号店 東小金井駅　改札外

日野 ND日野店 日野駅　改札内左側 さいたま新都心 新都心１号店 さいたま新都心駅改札外

昭島 ND昭島店 昭島駅　改札外コンコース 蕨 蕨１号店 蕨駅西口１階大宮寄り

亀戸 ND亀戸 亀戸駅　 北戸田 北戸田１号店 北戸田駅改札外脇

平井 ND平井 平井駅　改札外コンコース 与野本町 与野本町１号店 与野本町駅改札内コンコース

小岩 ND小岩 小岩駅　改札内 栗橋 栗橋１号店 栗橋駅橋上改札脇

下総中山 ND下総中山店 下総中山駅　改札外正面 宇都宮 宇都宮７号店 宇都宮駅改札脇

西船橋 ＮＤ西船橋店 西船橋駅　改札外自由通路 津田沼１号店 津田沼駅橋上本屋改札脇

東船橋 ND東船橋店 東船橋駅　改札外脇 津田沼１１号店 津田沼駅改札外南口側

新検見川 ND新検見川店 新検見川駅　橋上改札外 都賀 都賀１号店 都賀駅改札内左

西千葉 ND西千葉店 西千葉駅　改札外 千葉 千葉１７号店 千葉駅東口改札外券売機側

千葉 ND千葉２号店 千葉駅　東口改札外コンコース 西千葉 西千葉１号店 西千葉駅改札外コンコース

潮見 NDミニ潮見１号店 潮見駅　改札外正面 新浦安 新浦安２号店 新浦安駅改札内コンコース

葛西臨海公園 ND葛西臨海 葛西臨海公園駅　改札外階段下 海浜幕張 海浜幕張１号店 海浜幕張駅改札内コンコース

新習志野 ND新習志野 新習志野駅　改札外 鎌取 鎌取１号店 鎌取駅改札外コンコース

新浦安 ND新浦安 新浦安駅　 ※期間中に閉店になる可能性の店舗もございます

南船橋 ND南船橋 南船橋駅　改札外正面

海浜幕張 ND海浜幕張 海浜幕張　改札外正面

蘇我 ND蘇我 蘇我駅　改札内

成田 ND成田 成田駅　改札外

誉田 NDミニ誉田１ 誉田駅　改札脇

大宮 ND大宮 大宮駅　中央改札外鉄道警察脇

大宮 ND大宮西口 大宮駅　西口改札内

さいたま新都心 NDさいたま新都心 さいたま新都心駅　改札外

川口 ND川口中央 川口駅　改札外正面

北浦和 ND北浦和 北浦和駅　西口駅広場

東川口 ND東川口 東川口駅　改札外正面

北戸田 ND北戸田 北戸田駅　改札外正面

川越 ND川越中央 川越駅　改札内

宇都宮 ND宇都宮中央店 宇都宮駅　改札外改札正面パセオ内

小山 ND小山中央店 小山駅　 改札内

※期間中に閉店になる可能性の店舗もございます

新宿

津田沼

渋谷

場所駅名 店舗名

上野

駅名 店舗名 場所

東京


