
「水曜日はエキナカSuicaの日」「５２オフピーク通勤＆エキナカキャンペーン」は以下の店舗が対象外となります。

【注意事項】

・㈱JR東日本クロスステーションの運営する店舗、㈱ジェイアール東日本都市開発が運営するエキュート赤羽が対象です。

・登録したSuicaでのJRE POINTが貯まるお買いものが対象です。

・コインロッカー、アイス自販機、カップ自販機、一部自販機等は対象外です。※「水曜日はエキナカSuicaの日」は対象店舗にステッカー掲出あり

・予告なく、対象店舗の営業時間の変更や休業となる場合がございます。

・下記以外にも、店舗により一部対象外の商品・サービスがございます。

（2022年6月23日時点、情報は更新されることがあります）

駅名 施設・店舗名称 都県

赤羽
「エキュート赤羽」下記店舗

舎鈴
東京

朝霞 プレミィ・コロミィ エキア朝霞 埼玉

ベックスコーヒーショップラスカ熱海 静岡

銘品館 熱海 静岡

飯田橋
「エキュートエディション飯田橋」下記店舗

プレッセ飯田橋デリマーケット
東京

池袋 プレミィ・コロミィ/ことりパーティー エミオ池袋 東京

プレミィ・コロミィ/ことりパーティー シャポー市川 千葉

ユニクロ シャポー市川 千葉

プレミィ・コロミィ ペリエ稲毛 千葉

ユニクロ ペリエ稲毛 千葉

上野
「エキュート上野」下記店舗

上野ランド
東京

大泉学園 プレミィ・コロミィ グランエミオ大泉学園 東京

BOOK EXPRESS アトレ大船 神奈川

ベッカーズ アトレ大船 神奈川

ほんのり屋 アトレ大船 神奈川

大森 ベックスコーヒーショップアトレ大森 東京

小田原 トレタッテ小田原ラスカ 神奈川

蒲田 HANAGATAYA グランデュオ蒲田 東京

亀有 そば処 亀有 東京

亀戸 安べゑ 亀戸 東京

コレもう食べた？ アトレ川崎 神奈川

そばじ アトレ川崎 神奈川

ほんのり屋 アトレ川崎店 神奈川

北小金 銀座コージーコーナー 北小金 千葉

北松戸 銀座コージーコーナー 北松戸 千葉

国立 コレもう食べた？ nonowa 国立 東京

港南台 トワローズ 港南台 神奈川

古河 吉野家 JR古河駅 茨城

桜木町 BOOK EXPRESS CIAL桜木町 神奈川

塩尻 駅そば 塩尻 長野

信濃大町 榑木川 信濃大町 長野

渋谷 「エキュートエディション渋谷」全ショップ 東京

青山フラワーマーケット 新宿駅東口 東京

bookshelf 新宿ニュウマン 東京

プレミィ・コロミィ 新宿ペペ 東京

新杉田 ユニクロ ビーンズ新杉田 神奈川

新横浜 プレミィ・コロミィ/ことりパーティー 新横浜プリンスペペ 神奈川

仙台 みやげ菓撰 エスパル仙台 宮城

駅そば 第5売店 群馬

ギフトガーデン イーサイト高崎 群馬

高田馬場 ユニクロ ビッグボックス高田馬場 東京

高輪ゲートウェイ TOUCH TO GO 東京

立川

「エキュート立川」下記店舗

ポピンズナーサリースクール

ＥＣＣ 外語学院 エキュート立川校

JP金融ラボ

東京都観光情報センター 多摩

STATION WORK

東京

田無 プレミィ・コロミィ エミオ田無 東京

茅ヶ崎 ほんのり屋 ラスカ茅ヶ崎 神奈川

榑木川 茅野 長野

茅野駅売店 長野

千葉 ベックスコーヒーショップ ペリエ千葉 千葉

津田沼 コレもう食べた？ ペリエ津田沼 千葉

3COINS station ペリエ津田沼 千葉

日高屋 津田沼 千葉

鉄道博物館 鉄道博物館立売売店 埼玉

対象外店舗一覧

市川

川崎

か行

さ行

た行

あ行

大船

熱海

稲毛

高崎

茅野

新宿



「グランスタ東京」下記店舗

雷 東京本丸店、とんかつまい泉食堂、RF1 SALAD MEAL、BAGGAGESTORAGE+

ガトーフェスタハラダ　イートインスペース用券売機

東京

「グランスタ丸の内」下記店舗

QBハウス、アイン薬局、東京ビジネスクリニック グランスタ丸の内店
東京

「グランアージュ」下記店舗

PCP 丸の内デンタルクリニック、iCure 鍼灸接骨 丸の内、ファミマ!!、ファミリーマー

ト

東京

「グランルーフフロント」下記店舗

ドコモショップ 八重洲店
東京

「グランルーフ」下記店舗

Ploom Shop
東京

「グランスタ八重北」下記店舗

占い エメロード

どうとんぼり神座

東京

ユニクロ Echika fit 東京丸ノ内線改札前 東京

所沢 プレミィ・コロミィ/ことりパーティー グランエミオ所沢 埼玉

茜屋 長野駅前 長野

榑木川 長野駅東口 長野

ベックスコーヒーショップ長野 長野

T'sたんたん成田空港第2ターミナル 千葉

TOKYO Food Bar 成田空港 千葉

TOKYO豚骨BASE 成田空港第2ターミナル 千葉

成増 プレミィ・コロミィ エキア成増 東京

西大井 日高屋 西大井 東京

西国立 サンエトワール 西国立 東京

西巣鴨 西巣鴨（都営）地下１Ｆ改札内コンコース アキュアの自販機 東京

西八王子 ビアードパパ 西八王子駅 東京

西船橋 BOOK EXPRESS ペリエ西船橋 千葉

東神奈川 駅そば 東神奈川 神奈川

東小金井 リトルマーメイド 東小金井 東京

ベックスコーヒーショップシャポー船橋 千葉

ユニクロ シャポー船橋 千葉

松本 榑木川 松本 長野

馬橋 銀座コージーコーナー 馬橋 千葉

三鷹 おにぎり処 えんむすび アトレヴィ三鷹 東京

くすりSTATION ビーンズ武蔵浦和 埼玉

ベックスコーヒーショップ武蔵浦和 埼玉

武蔵小金井 プレミィ・コロミィ nonowa武蔵小金井 東京

本八幡 リトルマーメイド シャポー本八幡 千葉

岩手路 盛岡フェザン 岩手

タルトタタン 盛岡フェザン 岩手

いろり庵きらく 守谷 茨城

TOKYO豚骨BASE 守谷 茨城

横浜
「エキュートエディション横浜」下記店舗

STATION DESK
神奈川

吉川 銀座コージーコーナー 吉川 埼玉

グッディ よみうりランド 東京

ラ・ピシーヌ よみうりランド 東京

わ行 和光 プレミィ・コロミィ/ことりパーティーエキアプレミエ和光 埼玉

は行

長野

成田空港

船橋

な行

や行

東京

ま行

武蔵浦和

盛岡

守谷

よみうりランド


