
                                           
 

 
 

２００９年 ２月 １６日 
株 式 会 社 松 屋 フー ズ 
東日本旅客鉄道株式会社 

 

      「松屋」でＳｕｉｃａがご利用いただける店舗が約２７０店舗に拡大します！ 

Ｓｕｉｃａがご利用いただける店舗数では飲食業界で最大となります。 

     
 

 
 
 

 
  

 
株式会社松屋フーズ（代表取締役社長：瓦葺 利夫、以下「松屋フーズ」）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、お客さまの利便性の向上を図
るため、２００７年９月より松屋三鷹店、松八三鷹店でＳｕｉｃａ電子マネーの先行導入を実
施し、その後２００８年５月より、ＪＲ東日本の中央線沿線等の４０店舗へ拡大導入しました。
この間、導入した店舗におけるＳｕｉｃａ電子マネー決済は、「スピーディな決済で手軽に飲食
ができる」とお客さまからも大変ご好評いただいており、導入店舗の売上げも好調に推移して
きました。 
  
 これらを踏まえ、松屋フーズとＪＲ東日本は、今回、第２次ステップとして、２００９年４
月以降順次、ＪＲ東日本の営業エリア内の松屋（別紙 約２３０店舗）へＳｕｉｃａを拡大導
入します。 
  
 今回の拡大導入も、食券券売機のＳｕｉｃａ対応によるもので、飲食の際の料金の支払いに、
小銭をご用意頂く必要がなくなり、お客さまにとっての利便性が著しく向上します。 
 
なお、両社は第２次ステップ完了後、ＪＲ東日本エリア内の全店舗導入を最終ステップと位 

置づけ、その早期実現にむけて取り組んでいきます。 
  
１ 利用可能店舗（2009 年 1月末現在） 

・ Ｓｕｉｃａ電子マネーを導入している店舗 
     ＪＲ中央線沿線（東京駅～西八王子駅間）の松屋３６店舗、松屋新橋３丁目店、松屋長野駅前

店、松八三鷹店、松八大宮店 
２ Ｓｕｉｃａの概要（2009 年 1月末現在） 

・ Ｓｕｉｃａ発行枚数：約 ２，７２４万枚（うち電子マネー対応 約２，４６４万枚） 
・ Ｓｕｉｃａ利用可能店舗数：約５７，４６０店舗 
・ 1 日あたりの取扱い件数：最高約１３４万件（PASMO・ICOCA・nimoca を含む） 

    （「Suica」は東日本旅客鉄道㈱の登録商標です。/「PASMO」は㈱パスモの登録商標です。/「ICOCA」は西日本旅客鉄道㈱の登録商標です。) 

 

※本件プレスリリースは、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、JR記者クラブ、国土交通記者会、兜倶楽部にお届けしております。 

 
 
 

 
 

 

◇ ２００９年４月より、現行の４０店舗からさらにＳｕｉｃａがご利用いただける店舗が順
次、大幅に拡大し、２００９年１０月には約２７０店舗になります！ 
 

◇ さらに、両社は、ＪＲ東日本の営業エリアの松屋全店舗導入を両社の最終ステップと位置
づけ、その早期実現にむけて取り組んでいきます。 

【 お問合せ先 】 
株式会社松屋フーズ 広報・ＩＲグループ   ℡ ０４２２－３８－１１２１ 
東日本旅客鉄道株式会社 広報部報道グループ    ℡ ０３－５３３４－１３００ 



【別紙】 
● 導入予定店舗一覧（２３７店舗） 

  店名 所在地(都県）    店名 所在地(都県） 
1 お花茶屋店 東京都  51 板橋桜川店 東京都 
2 亀有店 東京都  52 浮間船渡店 東京都 
3 四つ木店 東京都  53 志村坂上店 東京都 
4 青砥店 東京都  54 ときわ台店 東京都 
5 江戸川店 東京都  55 上板橋店 東京都 
6 小岩南口店 東京都  56 下赤塚店 東京都 
7 平井店 東京都  57 本蓮沼店 東京都 
8 亀戸店 東京都  58 中板橋店 東京都 
9 亀戸南店 東京都  59 板橋区役所前店 東京都 

10 森下店 東京都  60 板橋本町店 東京都 
11 大島店 東京都  61 戸越公園店 東京都 
12 三田店 東京都  62 武蔵小山店 東京都 
13 恵比寿店 東京都  63 西五反田店 東京都 
14 初台店 東京都  64 不動前店 東京都 
15 代々木上原店 東京都  65 中延店 東京都 
16 渋谷道玄坂店 東京都  66 東大井町店 東京都 
17 高田馬場１丁目店 東京都  67 大井町店 東京都 
18 高田馬場２丁目店 東京都  68 千石店 東京都 
19 高田馬場４丁目店 東京都  69 千駄木店 東京都 
20 四谷 3 丁目店 東京都  70 駒込店 東京都 
21 新宿１丁目店 東京都  71 池袋アゼリア通り店 東京都 
22 新宿２丁目店 東京都  72 巣鴨南口店 東京都 
23 西新宿 8 丁目店 東京都  73 巣鴨店 東京都 
24 大久保２丁目店 東京都  74 新大塚店 東京都 
25 大久保店 東京都  75 池袋東通り店 東京都 
26 桜上水店 東京都  76 東長崎店 東京都 
27 久我山店 東京都  77 目白店 東京都 
28 東高円寺店 東京都  78 千川店 東京都 
29 八幡山店 東京都  79 王子 1 丁目店 東京都 
30 明大前店 東京都  80 十条店 東京都 
31 下高井戸店 東京都  81 赤羽店 東京都 
32 三宿店 東京都  82 東十条店 東京都 
33 尾山台店 東京都  83 両国店 東京都 
34 水道橋店 東京都  84 中目黒店 東京都 
35 綾瀬店 東京都  85 都立大学店 東京都 
36 北綾瀬店 東京都  86 江古田店 東京都 
37 西新井店 東京都  87 武蔵関店 東京都 
38 五反野店 東京都  88 上石神井店 東京都 
39 足立保塚店 東京都  89 大泉学園南口店 東京都 
40 鶯谷店 東京都  90 氷川台店 東京都 
41 三ノ輪店 東京都  91 稲城矢野口店 東京都 
42 浅草国際通店 東京都  92 羽村店 東京都 
43 仲御徒町店 東京都  93 狛江店 東京都 
44 入谷店 東京都  94 小金井関野町店 東京都 
45 糀谷店 東京都  95 花小金井駅前店 東京都 
46 鷺ノ宮店 東京都  96 小平小川店 東京都 
47 沼袋店 東京都  97 昭島松原町店 東京都 
48 新中野店 東京都  98 田無店 東京都 
49 中野新橋店 東京都  99 保谷店 東京都 
50 中野富士見町店 東京都  100 青梅新町店 東京都 



  店名 所在地(都県）    店名 所在地(都県） 
101 聖蹟桜ヶ丘店 東京都  151 北浦和店 埼玉県 
102 桜美林学園店 東京都  152 東大宮店 埼玉県 
103 町田中町店 東京都  153 東大宮駅前店 埼玉県 
104 国領店 東京都  154 浦和町谷店 埼玉県 
105 京王つつじヶ丘店 東京都  155 与野店 埼玉県 
106 東久留米下里店 東京都  156 浦和太田窪店 埼玉県 
107 東久留米南町店 東京都  157 大宮吉野町店 埼玉県 
108 秋津店 東京都  158 大宮奈良町店 埼玉県 
109 東村山店 東京都  159 ふじみ野店 埼玉県 
110 東大和清水店 東京都  160 越谷蒲生店 埼玉県 
111 帝京大学前店 東京都  161 越谷駅前店 埼玉県 
112 福生店 東京都  162 熊谷店 埼玉県 
113 立川柴崎町店 東京都  163 春日部店 埼玉県 
114 伊勢原店 神奈川県  164 新所沢東口店 埼玉県 
115 久里浜店 神奈川県  165 上尾緑丘店 埼玉県 
116 横須賀中央駅前店 神奈川県  166 野火止店 埼玉県 
117 二俣川店 神奈川県  167 東武霞ヶ関店 埼玉県 
118 新杉田店 神奈川県  168 鶴ヶ島店 埼玉県 
119 東戸塚店 神奈川県  169 川越インター店 埼玉県 
120 菊名店 神奈川県  170 本川越店 埼玉県 
121 反町店 神奈川県  171 朝霞台店 埼玉県 
122 東神奈川店 神奈川県  172 朝霞店 埼玉県 
123 白楽店 神奈川県  173 高坂店 埼玉県 
124 横浜南幸店 神奈川県  174 東松山店 埼玉県 
125 青葉台店 神奈川県  175 入間店 埼玉県 
126 桜木町店 神奈川県  176 入間東藤沢店 埼玉県 
127 関内仲通り店 神奈川県  177 ふじみ野駅前店 埼玉県 
128 日の出町店 神奈川県  178 みずほ台店 埼玉県 
129 都筑インター店 神奈川県  179 蓮田関山店 埼玉県 
130 保土ヶ谷店 神奈川県  180 蓮田店 埼玉県 
131 鴨居店 神奈川県  181 和光白子店 埼玉県 
132 海老名店 神奈川県  182 蕨北町店 埼玉県 
133 茅ヶ崎店 神奈川県  183 浦安富士見店 千葉県 
134 厚木店 神奈川県  184 我孫子若松店 千葉県 
135 小田原店 神奈川県  185 千葉我孫子店 千葉県 
136 逗子店 神奈川県  186 鎌ヶ谷店 千葉県 
137 川崎西口店 神奈川県  187 五井店 千葉県 
138 高津店 神奈川県  188 北松戸店 千葉県 
139 川崎銀座街店 神奈川県  189 新松戸西口店 千葉県 
140 川崎店 神奈川県  190 松戸店 千葉県 
141 生田店 神奈川県  191 成田店 千葉県 
142 川崎枡形店 神奈川県  192 穴川ｵｰﾂｰﾊﾟｰｸ店 千葉県 
143 元住吉店 神奈川県  193 稲毛店 千葉県 
144 古淵店 神奈川県  194 新検見川店 千葉県 
145 上鶴間店 神奈川県  195 幕張本郷店 千葉県 
146 淵野辺北口店 神奈川県  196 蘇我店 千葉県 
147 鶴間店 神奈川県  197 西千葉店 千葉県 
148 湘南台店 神奈川県  198 東船橋店 千葉県 
149 藤沢石川店 神奈川県  199 西船橋南店 千葉県 
150 藤沢北口店 神奈川県  200 下総中山店 千葉県 

 
 



 
  店名 所在地(都県） 

201 袖ヶ浦店 千葉県 
202 柏中央町店 千葉県 
203 南柏店 千葉県 
204 八千代台店 千葉県 
205 茂原店 千葉県 
206 木更津店 千葉県 
207 初石店 千葉県 
208 伊勢崎宮子町店 群馬県 
209 伊勢崎上泉町店 群馬県 
210 館林店 群馬県 
211 高崎江木町店 群馬県 
212 高崎駅前店 群馬県 
213 高崎問屋町店 群馬県 
214 前橋上小出町店 群馬県 
215 太田飯塚町店 群馬県 
216 御幸本町店 栃木県 
217 小山店 栃木県 
218 つくば西大通り店 茨城県 
219 つくば大角豆店 茨城県 
220 ひたちなか店 茨城県 
221 牛久店 茨城県 
222 取手店 茨城県 
223 水戸ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 茨城県 
224 水戸駅前店 茨城県 
225 水戸東原店 茨城県 
226 土浦真鍋店 茨城県 
227 日立桜川町店 茨城県 
228 甲府飯田店 山梨県 
229 亀田インター店 新潟県 
230 新潟駅前店 新潟県 
231 新潟米山店 新潟県 
232 仙台榴岡店 宮城県 
233 仙台南町通り店 宮城県 
234 仙台定禅寺通り店 宮城県 
235 仙台中央店 宮城県 
236 仙台鹿島店 宮城県 
237 仙台八乙女店 宮城県 
※上記店舗は、2009年 2月 16日現在の予定であり、今後変更する可能性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                  (参考) 
 

●導入済店舗一覧（４０店舗  2009 年 2月 16日現在） 
 
   【松屋】 

店名 最寄駅 住所 

八重洲店 東京駅 東京都中央区八重洲 1-6-5 八重洲 1丁目ﾋﾞﾙ 1Ｆ 

神田須田町店 東京都千代田区神田須田町1-12-9 富士第1ﾋﾞﾙ1Ｆ 

神田西口店 
神田駅 

東京都千代田区内神田 2-12-5 黒川第 1 ﾋﾞﾙ 1Ｆ 

代々木店 代々木駅 東京都渋谷区代々木 1-34-5 

新宿ｺﾏ劇前店 東京都新宿区歌舞伎町 1-22-8 小島屋ﾋﾞﾙ 

新宿靖国通り店 東京都新宿区歌舞伎町 1-6-3 石塚ﾋﾞﾙ 1Ｆ 

新宿西口店 東京都新宿区西新宿 1-13-3 西新ﾋﾞﾙ 1Ｆ 

新宿南口店 東京都新宿区新宿 3-36-15 新宿内野ﾋﾞﾙ 1Ｆ 

新宿大ｶﾞｰﾄﾞ店 

新宿駅 

東京都新宿区西新宿 1-2-1 ﾌｧｲﾌﾞ K ﾋﾞﾙ 1F 

中野通り店 東京都中野区中野 5-68-9 

中野南口店 
中野駅 

東京都中野区中野 2-29-8 NT ﾋﾞﾙ 1F 

高円寺店 高円寺駅 東京都杉並区高円寺北 3-22-16 1F 

阿佐谷店 阿佐ヶ谷駅 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 2-1-10 

荻窪北口店 荻窪駅 東京都杉並区上荻 1-6-2 

西荻窪店 西荻窪駅 東京都杉並区西荻南 3-11-8 

吉祥寺南口店 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-5-5 1F 

吉祥寺ｻﾝﾛｰﾄﾞ店 
吉祥寺駅 

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-15-4 1F・2F・3F 

三鷹南口店 東京都三鷹市下連雀 3-34-22 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ三鷹駅前 

三鷹北口店 
三鷹駅 

東京都武蔵野市中町 1-6-7 

武蔵境店 東京都武蔵野市境 1-2-3 

武蔵境南口店 
武蔵境駅 

東京都武蔵野市境南町 2-9-1 ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ山口ﾋﾞﾙ 

東小金井店 東小金井駅 東京都小金井市東町 4-42-19 

武蔵小金井店 東京都小金井市本町 1-18-8 星野ﾋﾞﾙ 1F 

武蔵小金井北口店 
武蔵小金井駅 

東京都小金井市本町 5-18-5 太平ﾋﾞﾙ 1F 

国分寺店 東京都国分寺市本町 2-2-7 本多ﾋﾞﾙ 

国分寺南口店 
国分寺駅 

東京都国分寺市南町 3-18-17 

国立店 国立駅 東京都国立市中 1-8-2 

立川店 東京都立川市曙町 2-12-15 立川金水ﾋﾞﾙ 1F 

立川錦町店 東京都立川市錦町 2-1-3 立川電業ﾋﾞﾙ 

立川曙橋店 東京都立川市曙町 2-10-10 緑川ﾋﾞﾙ 1F・2F 

立川北口店 

立川駅 

東京都立川市曙町 2 丁目 3 番地 3 

日野店 日野駅 東京都日野市大坂上 1-30-24 

豊田店 豊田駅 東京都日野市多摩平 1-2-18 第 1 ﾋﾞﾙ 1F 

八王子店 東京都八王子市旭町 7-1 豊栄ﾋﾞﾙ 

京王八王子店 
八王子駅 

東京都八王子市東町 1-1-20 第 6 岩下 1F 

西八王子店 西八王子駅 東京都八王子市台町 4-47-11 飯田ﾋﾞﾙ 1F 

新橋３丁目店 新橋駅 東京都港区新橋 3-16-1 

長野駅前店 長野駅 長野県長野市大字南長野字石堂東沖 1327-5 ﾃｨﾘｱ 1F 

 
   【松八】 

   店名 最寄駅 住所 

三鷹店 三鷹駅 東京都武蔵野市中町 1-14-5 

大宮店 大宮駅 
埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-50-2  
いとや宮町ビル 2Ｆ 

 
 


