
 

２０２２年９月 15 日 

ＪＲ東日本秋田支社 

「シニアアキカ利用開始記念!! Suica でスイスイお買いものキャンペーン」を実施します！ 

 

  

 

 

 

 

※１ 「地域連携 IC カード」とは、バスの定期券や各種割引などの地域独自のサービスと、乗車券や電子マネーなど Suica のサ

ービスが１枚で利用可能な２in１カードです。 

※２ 「シニアアキカ」とは、秋田市で高齢者向けに利用開始となる地域連携 IC カードです。今年サービス開始となった「AkiCA」

と同様、秋田中央交通株式会社の一般路線バスと秋田市マイタウン・バスでご利用いただけるほか、Suica 電子マネーとし

てお買いものにも利用できます。 

１ シニアアキカサービス開始記念イベント 

「なんでも相談会」と「カードケースが当たる！抽選会」を開催します。 

■開催日時：2022 年 10 月１日（土）10 時 00 分から 15 時 00 分まで 

■開催場所：駅たびコンシェルジュ秋田前 

 （１）なんでも相談会 

「AkiCA」や「シニアアキカ」の利用に関することのほか、新幹線 e チケットの予約方法、

モバイル Suica アプリのインストール方法など当社のサービスについて何でも相談できる相

談会を開催します。また、ご年配のお客さま向けでおトクなサービスが受けられる「大人の

休日倶楽部」入会の相談もお受けします。 

   会場で JRE POINT に Suica の会員登録をしていただいた方に、「Suica のペンギンオ

リジナルグッズ」を１つプレゼントします。 

（２）カードケースが当たる！抽選会 

「なんでも相談会」にお越しいただいた方限定で、会場で Web アンケートに回答いただくと、

「AkiCA」や「シニアアキカ」の収納に便利な「秋田新幹線開業 25 周年カードケース」が 20 

名に当たる抽選会に参加できます。 

※抽選会の参加は、お一人さま 1 回限りです。 

※「大人の休日倶楽部」会員と、会場で入会申込みをしていただいた方は、当選確率がアップします。 

※Web アンケートにかかる通信費は、お客さま負担となります。 

２ シニアアキカユーザー向けキャンペーン 

 （１）シニアアキカをチャージしてみようキャンペーン 

   期間中、対象施設でシニアアキカに 1,000 円以上チャージしたお客さま限定で、 

「Suica のペンギンオリジナルマグネット」を１つプレゼントします。※なくなり次第終了となります。 

  ■開催期間：2022 年 10 月１日（土）から 11 月 30 日（水）まで 

  ■条   件：シニアアキカに 1,000 円以上のチャージ 

  ■対象施設：秋田駅自動券売機、秋田駅構内の NewDays（NewDays 秋田中央口、NewDays 秋

田ぽぽろーど店、NewDays ミニ 秋田幹線ホーム）、秋田中央交通の各営業所・案内所 

※秋田駅の自動券売機でチャージした際には領収書を発行し秋田駅中央改札口にご提示ください。 

ＪR 秋田支社では、2022 年 10 月１日（土）から秋田市で実施している高齢者コインバス事業が、地域連

携 IC カード※１「シニアアキカ」※２による運用に切り替わるタイミングに合わせ、JR 東日本の「Suica」をより多くのお客

さまにご利用いただくため、「シニアアキカ利用開始記念!! Suica でスイスイお買いものキャンペーン」を実施します。 

秋田エリア 17 駅では、2023 年春以降在来線への Suica 導入を予定しており、より様々なジャンルで Suica を

利用できるようになります。 

この機会にぜひ、非接触で安心・便利な「AkiCA」・「シニアアキカ」・「Suica」をご利用ください。 

Suica のペンギンオリジナルグッズ 

iz 

秋田新幹線開業 25 周年カードケース 

（JR 東日本商品化許諾済） 

iz 

Suica のペンギンオリジナルマグネット 



  （２）秋田駅で！シニアアキカでお買いものキャンペーン 

   期間中、対象店舗でシニアアキカを使ってお買いものをされたお客さまには、さまざまな特典を用意しています。 

    ■開催期間：2022 年 10 月１日（土）から 16 日（日）まで 

2022 年 11 月 1 日（火）から 20 日（日）まで 

   ①駅ビルでお買いものキャンペーン 

    秋田駅ビル「トピコ」の一部店舗でシニアアキカを提示し、お買いものをすると、おトクなサービスが受けられます。

詳しくは別紙をご覧ください。 

②シニアアキカでお買いものラリー    

    「シニアアキカ」を利用してお買いものをし、以下の条件を満たすと、「トピコ・アルス」で使えるお買物券が抽選

で当たるキャンペーンを開催します。 

■対象店舗：秋田駅ビル「トピコ・アルス」内の店舗（一部店舗を除く）、秋田駅構内の NewDays

（NewDays 秋田中央口、NewDays 秋田ぽぽろーど店、NewDays ミニ 秋田幹線ホー

ム）、おみやげ処 こまち苑 

■条   件：①対象店舗で台紙を受取 

         ②対象店舗でシニアアキカを利用して 1,000 円以上（税込）の決済（一会計毎に１回） 

③２店舗分のレシートが貼り付けられた後、キャンペーンの台紙裏面に必要事項を記載して

秋田駅中央改札口に提出 

■抽選内容：【1 等】アルス・トピコお買物券 5,000 円     1 名 

         【2 等】アルス・トピコお買物券 3,000 円     ５名 

         【3 等】アルス・トピコお買物券 1,000 円    14 名 

３ JRE POINT プレゼントキャンペーン 

キャンペーン期間中、対象店舗で JRE POINT に登録した「Suica」や「AkiCA」、「シニアアキカ」を使って JRE 

POINT が貯まるお買いものをしたお客さまに、抽選で JRE POINT をプレゼントします。 

■開催期間：2022 年 10 月１日（土）から 10 月 31 日（月）まで 

■賞   品：【１等】JRE POINT 5,000 ポイント   1 名 

   【２等】JRE POINT 2,000 ポイント   5 名 

   【３等】JRE POINT 1,000 ポイント  35 名 

           ※モバイル Suica、AkiCA、シニアアキカで決済のお客さまは、当選確率が 2 倍になります。 

■参加条件：①以下の JRE POINT WEB サイト上でエントリー 

          （エントリーページ） https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000020/ 

         ②対象店舗で JRE POINT カードまたはアプリのバーコードを提示し、JRE POINT に会員登録し   

た Suica、AkiCA、シニアアキカで 1 会計 1,000 円以上（税込）の決済 

          ※①のエントリーは、②のお買いものの前後いずれも可能です。 

■対象店舗：秋田駅ビル「トピコ・アルス」の店舗（一部店舗を除く）、秋田駅構内の NewDays（NewDays

秋田中央口、NewDays 秋田ぽぽろーど店、NewDays ミニ 秋田幹線ホーム） 

おみやげ処 こまち苑 

  ※当選者の発表は、ポイント付与をもってかえさせていただきます。ポイントの付与は、2022 年 12 月上旬を予定しています。 

  ※プレゼントするポイントは通常ポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

・「AkiCA」「シニアアキカ」は、秋田中央交通株式会社の登録商標です。 

・「AkiCA」についての詳細は、秋田中央交通株式会社にお問合わせください。 

・「シニアアキカ」についての詳細は、秋田市長寿福祉課にお問合わせください。 

・「Suica」「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「Suica のペンギン」は、東日本旅客鉄道株式会社の Suica のキャラクターです。 

・画像やイラストは全てイメージです。 

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000020/


別 紙 

「秋田駅で！シニアアキカでお買いものキャンペーン」の対象店舗・特典内容 

階数 店 舗 特 典 内 容 

3F 

秋田比内地鶏や 1,500 円以上のご注文で「こまち」オリジナル絵はがきプレゼント 

林泉堂 1,000 円以上のご注文でミニソフトサービス 

YA-YA Stazione B 1,500 円以上のご注文でスペイン風オムレツサービス 

中華ダイニング欣秋 1,000 円以上のご注文で「オレンジジュース or ウーロン茶」１杯サービス 

2F 

秋田特産 さいとう 1,000 円以上お買上げで５％OFF 

東北めぐり いろといろ 1,000 円以上お買上げで５％OFF 

あきたくらす 2,000 円以上お買上げで５％OFF 

更紗 3,300 円以上お買い上げで秋田のお菓子プレゼント 

青山薬局 1,000 円以上お買上げで店内商品 10％OFF（処方箋調剤除く） 

米菓匠 鼎庵 1,000 円以上お買上げで手焼き煎餅１枚プレゼント 

石川酒店 2,000 円以上お買上げでビールグラスプレゼント（無くなり次第終了） 

ジュピター 2,000 円以上お買上げで 10％OFF（特売商品・108 円以下除く） 

日本一 1,000 円以上お買上げで「ちびまるポテト」３個プレゼント（数量限定） 

一文字 1,000 円以上お買上げで５％OFF（予約商品・割引商品を除く） 

菓子舗 榮太楼 1,500 円以上お買上げで「赤せん」「青せん」各 1 枚プレゼント 

光月堂 1,500 円以上お買上げでクッキー１枚プレゼント 

高砂堂 1,000 円以上お買上げでお菓子１個プレゼント（各日先着 10 名） 

三松堂 1,000 円以上お買上げでお煎餅１袋プレゼント 

秋田郷土菓子司 勝月 1,000 円以上お買上げでお菓子１個プレゼント 

ラグノオ 1,000 円以上お買上げでお菓子１個プレゼント 

かおる堂 1,000 円以上お買上げでお菓子１個プレゼント 

フロ・プレステージュ 1,000 円以上お買上げで「ナッツのタルトレット」１枚プレゼント 

らぽっぽ 1,000 円以上お買上げで「木の実パイ」２個プレゼント 

和モダン六花 2,200 円以上お買上げでマスクプレゼント（無くなり次第終了） 

あきた鮨・みーとらぼ 1,000 円以上お買上げで５％OFF(割引商品対象外) 

スターバックスコーヒー 

秋田駅店 

コーヒー豆 250ｇ以上お買上げで「バリスタが選んだコーヒー豆 20g」 

プレゼント 

1F  
ドトールコーヒーショップ ドリンク無料サイズアップ 

ディッパーダン ソフトクリーム 50 円引き 

   ※各店の特典内容は変更になる場合がございます。表示価格は全て税込表記です。 

 

 

 


