2019 年 9 月 3 日
東日本旅客鉄道株式会社

～「乗って・買ってたまる」ポイントへ進化！～

Suica の鉄道利用で「JRE POINT」がたまります
〇エキナカ、駅ビルやクレジットカードのご利用でたまる JR 東日本グループのポイントサービ
ス「JRE POINT」が、10 月 1 日からいよいよ鉄道利用でもたまるようになります。お持ちの Suica
を「JRE POINT」に登録していただくと、JR 東日本線にご乗車のたびポイントがたまるように
なります。
〇2021 年春以降は、たまったポイントで JR 東日本の新幹線や在来線特急にもご乗車いただける
ようになるなど、鉄道でのご利用メニューを拡げる予定です。
〇モバイル Suica なら、カードタイプの Suica の 4 倍ポイントがたまるほか、定期券の購入でも
ポイントがたまるなど、さらにおトクなポイントサービスを提供します。
この機会にぜひ「JRE POINT」に登録していただき、おトクで楽しい生活を始めてみませんか。
＜サービス概要＞
・2019 年 10 月 1 日以降、
「JRE POINT」に登録した Suica（以下、「登録済 Suica」といいます。
）で JR
東日本の鉄道をご利用いただくと、以下の場合に「JRE POINT」がたまります。
① 「JR 東日本の在来線に乗車する」と、1 回ごとの利用額に応じてたまります。
② 「Suica グリーン券を購入する」と、1 回ごとの購入額に応じてたまります。
③ 「モバイル Suica 定期券を購入する」と、購入額に応じてたまります。
・2021 年春以降は、座席のアップグレードや新幹線・在来線特急に乗車できる特典チケットへの交換
等にもポイントが利用できるようになり、さらに鉄道での利用場面が拡がります。
＜サービスイメージ＞
Suica のチャージ残高での鉄道利用

モバイル Suica の場合

乗車日の翌月下旬以降

1 回の利用額×2.0％ポイント還元

ポイント付与

※1 回のご利用で最低 1 ポイント還元
Suica グリーン券の購入

カードタイプの場合

1 回の利用額×0.5％ポイント還元
※1 回のご利用で最低 1 ポイント還元

Suica で在来線を利用
定期券利用開始日の
翌月下旬以降ポイント付与

1 回の購入額×2.0％ポイント還元

モバイル
Suica 定期券の購入
１
サービス内容詳細
※ 還元ポイントの算出にあたっては、１ポイントに満たない端数は切り捨てとなります。

※ 無記名の Suica、記念 Suica は JRE POINT に登録できません。
※1 ポイント＝1 円相当です。

１

サービス内容詳細
（１）列車に乗るたびたまる！
JR 東日本のエリアの在来線を、登録済 Suica で乗車した場合に、1 回ごとの利用額に応じて「JRE
POINT」がたまります。（注 1）
【期

間】2019 年 10 月 1 日以降

【対 象 区 間】JR 東日本在来線 Suica エリア
【還

元

率】
媒体

還元率

モバイル Suica

1 回の利用額×2.0％

カードタイプの Suica

注2

1 回の利用額×0.5％ 注 2

※１回のご利用の還元が１ポイントに満たない場合も１ポイントがたまります。
【ポイント付与日】乗車日の翌月下旬以降
【具

体

例】

乗車区間

運賃

東京駅～津田沼駅

473 円

新宿駅～茅ケ崎駅

1,166 円

モバイル Suica

カードタイプ Suica

９ポイント還元！

２ポイント還元！

（473 円の２％分）

（473 円の 0.5％分）

23 ポイント還元！

５ポイント還元！

（1,166 円の２％分）

（1,166 円の 0.5％分）

356 円
荻窪駅～九段下駅
(他社線)

１ポイント還元！

（内訳）
①JR 東日本線：荻窪駅～中野駅 157 円
⇒ ポイント対象
②他社線：中野駅～九段下駅 199 円
⇒ ポイント対象外

３ポイント還元！
（157 円の２％分）

（157 円の 0.5％分）
⇒１ポイント未満でも
最低１ポイント付与！

※運賃は 10 月１日改定予定で認可申請中のものです。
（２）Suica グリーン券の購入でたまる！
登録済 Suica で Suica グリーン券を購入すると、1 回ごとの購入額に応じて「JRE POINT」がたま
ります。
【期

間】2019 年 10 月 1 日以降

【対 象 区 間】JR 東日本管内の普通列車グリーン車運行区間
【還

元

率】
媒体

還元率

モバイル Suica

1 回の利用額×2.0％

カードタイプの Suica

1 回の利用額×0.5％

【ポイント付与日】乗車日の翌月下旬以降

注2
注2

【具

体

例】

乗車区間

グリーン料金額（平日・事前）

東京駅～横浜駅

780 円

モバイル Suica

カードタイプ Suica

15 ポイント還元！

３ポイント還元！

（780 円の２％分）

（780 円の 0.5％分）

※グリーン料金額は 10 月１日以降予定しているものです。
※条件を満たした場合は乗車区間の利用額に応じた上記(１)のポイントもたまります。
（３）モバイル Suica 定期券の購入でたまる！
登録済 Suica でモバイル Suica 定期券を購入すると購入額に応じて「JRE POINT」がたまります。
【期

間】2019 年 10 月 1 日以降使用開始となる定期券

【対

象】モバイル Suica 定期券
※カードタイプの Suica 定期券、磁気定期券は含みません。

【還

元

率】
媒体

モバイル Suica

還元率
1 回の購入額×2.0％

注2

他社線利用分が含まれる場合も、購入金額全体がポイント計算対象となります。

【ポイント付与日】定期券利用開始日の翌月下旬以降
【具

体

例】

定期券区間

発売額（通勤１ヵ月）

品川駅～横浜駅

8,560 円

モバイル Suica
171 ポイント還元！
（8,560 円の２％分）

12,470 円
新宿駅～二子玉川駅
(他社線)

（内訳）
①JR 東日本線：新宿駅～渋谷駅 4,940 円
⇒ ポイント対象
②他社線：渋谷駅～二子玉川駅 7,530 円
⇒ ポイント対象

249 ポイント還元！
（12,470 円の２％分）

※定期券発売額は 10 月１日改定予定で認可申請中のものです。
※購入した定期券を払い戻した場合ポイントはご返還いただきます。

注 1 登録済 Suica で JR 東日本の鉄道を利用し、自動改札機による入出場を行った際に引き去られ
る運賃に JR 東日本の運賃が含まれている場合が対象です。（一部例外があります。）
注 2 還元ポイントの算出にあたっては、１ポイントに満たない端数は切り捨てとなります。

２

今後のサービス拡大イメージ

【
「JRE POINT」がたまる】
（１）
「タッチでＧｏ!新幹線」利用でたまる！
モバイル Suica の場合

1 回の利用額×2.0％ポイント還元
1 回の利用額×0.5％ポイント還元

カードタイプの場合

※2020 年春以降導入予定。

（２）回数券のように繰り返し Suica で乗車するとさらにたまる！

乗車 1 回分等のポイント還元

※2020 年 12 月以降導入予定。詳細検討中。

（３）えきねっとできっぷを購入するとたまる！
利用額に応じてポイント還元
※2021 年春以降導入予定。詳細検討中。
※現在、えきねっとでのきっぷ購入には「えきねっとポイント」が付与され、「JRE POINT」にも交換可能となって
いますが、2021 年春以降、「えきねっとポイント」と「JRE POINT」は統合予定です。

【
「JRE POINT」を使う】
（１）えきねっとで JR 東日本の新幹線の座席をアップグレード！（グランクラス・グリーン車）

※2021 年春以降導入予定。詳細検討中。

（２）えきねっとで JR 東日本の新幹線・在来線特急列車に乗車できる特典チケットと交換！

※2021 年春以降導入予定。詳細検討中。

３

プロモーション展開
JR 東日本管内の駅や電車内での広告展開を行うとともに、「JRE POINT」に Suica を登録するとも

れなくポイントをプレゼントするキャンペーンや PR イベントを実施し、新しいサービスが加わった
「JRE POINT」の魅力を発信します。
（１）新規 Suica 登録で「JRE POINT」プレゼントキャンペーンの実施
【期 間】2019 年 9 月 3 日～2019 年 12 月 31 日
【内 容】期間中、JRE POINT WEB サイトに初めて Suica を登録していただいた方に、もれなく
100 ポイントをプレゼント(※)
※ポイントの付与は登録月の翌月末を予定しています。

（２）モバイル Suica 年会費無料
サービス開始を記念し、2019 年 9 月 3 日以降、モバイル Suica の会員で年会費をお支払いいただ
いた方(新規会員登録していただいた方を含む。)には、年会費相当の「JRE POINT」をプレゼントし
ます。
（３）交通媒体、TVCM 等での PR
9 月上旬より、駅や車内の中吊りポスター、TVCM 等で新しいサービスの魅力を発信します。
【鉄道利用でたまる JRE POINT ポスターイメージ】

【鉄道利用でたまる JRE POINT TVCM イメージ】

（４）新サービス PR イベントの実施
【実施日】2019 年 10 月 1 日
【内 容】山手線の主な駅にて、新サービス開始をご案内するチラシを配布します。
◆JRE POINT の会員登録方法について詳しくは「JRE POINT WEB サイト」をご参照ください。
JRE POINT WEB サイト https://www.jrepoint.jp

【参考資料】
「JRE POINT」サービスの全体イメージ

