
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 東日本旅客鉄道株式会社(代表取締役社長：深澤祐二、以下「JR 東日本」)と JR 東日本スタートアップ  

株式会社（代表取締役社長：柴田裕、以下「JR 東日本スタートアップ」）は、株式会社ポケットチェンジ

が提供するスマホアプリ「ポケペイ」を活用し、JR 東日本グループの対象駅ビルで使える「プレミアム

付き電子お買いもの券」を期間限定で発行します。なお、JR 東日本スタートアップは株式会社ポケット

チェンジに出資しています。 

○ 「プレミアム付き電子お買いもの券」は、with コロナ時代で生活様式が変わる中、できる限り接触を避

けたいというお客さまのニーズに対応した電子商品券です。非接触・キャッシュレスでお支払いがいただ

けることに加え、1 円単位で無駄なくお使いいただけるなど、新しいお買い物のスタイルを提案します。 

○ 「プレミアム付き電子お買いもの券」の発行は、JR東日本グループでは初となります。 

○ 7月1日にペリエ千葉の人気ファッションブランドやカフェなどでご利用いただける「ペリエ Pay」から

スタートし、グランデュオ立川・蒲田でご利用いただける「グランデュオ Pay」に拡大、その後はテルミ

ナ(錦糸町)でも実施する予定です。 

○ 「ポケペイ」アプリをインストールしペリエPay等の「プレミアム付き電子お買いもの券」のウォレット

登録をしていただくと、先着で最大7,500名様に500円相当のプレミアムをプレゼントいたします。 

○ 今回の取り組みにより、お客さまのニーズやご利用状況のマーケティングを行い、将来的にはJRE MALL

を活用した電子お買いもの券の発行を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 0 年 6 月 2 5 日 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

JR 東日本スタートアップ株式会社 

Withコロナ時代の更なるキャッシュレスの推進！！ 

～7月 1日 ペリエ千葉でご利用いただける「ペリエ Pay」からスタート！
～ 

ＪＲ東日本グループ初！「プレミアム付き電子お買いもの券」を発行します。 



●ご利用方法 

①「ポケペイ」アプリをインストールしてウォレットを登録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クレジットカードや現金で、便利・おトクにチャージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③スマホでカンタンお支払い 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
●ここがおトク！ 

①初回ウォレット登録特典で 500円相当のプレミアムをプレゼント 

「ポケペイ」アプリをインストールし、「プレミアム付き電子お買いもの券」のウォレットを登録してい

ただいた方 先着で最大 7,500名様に、500円相当のプレミアムをプレゼントします。 

②チャージ金額に応じたプレミアムを還元 

ウォレットへのチャージ金額に応じたプレミアムを還元します。 

 

●こんなに便利！ 
・スマホひとつで簡単・素早く、キャッシュレスでお支払いいただけます。 

 ・従来のお釣りが出ないお買いもの券とは異なり、1円単位で無駄なくお使いいただけます。 

 ・チャージ金額を簡単にご家族やお友達にプレゼントでき、ギフトとしてもご利用いただけます。 

※ウォレットは駅ビルごとに異なります。 

・店頭のチャージ機にてチャージをスタート 

・交換先サービスに、ご希望の「プレミアム

付き電子お買いもの券」を選択 

・ご希望の金額(1円単位)の紙幣や硬貨を投入 

(世界各国の10通貨に対応) 

・受け取ったレシート上のQRコードをアプリ

のカメラでスキャンしてチャージ完了 

・スマートフォンで「ポケペイ」アプリをダウンロード 

・アプリを開いて携帯電話番号を入力。受け取ったSMSで本人認証 

・トップ画面右上の「＋」から、ご希望の「プレミアム付き電子お買
いもの券」を検索。規約を確認・同意して登録完了 

＜クレジットカードからチャージ＞ 

 

＜現金からチャージ＞ 

 ・アプリにクレジットカードを登録 

・ウォレットのメニューから、「クレ
ジットカードでチャージ」を選択 

・ご希望の金額を入力の上、本人認証 
を実施してチャージ完了 

＜店頭のＱＲコードでお支払い＞ 

 

※店頭にチャージ機が無い店舗ではクレジット

カードによるチャージをご利用ください 

※ご利用いただけるクレジットカードは

Visa/Mastercardです。 

・アプリ内のカメラを起動 

・店頭のQRコードをスキャンし、お客さまが支払金額を入力して「支払」ボタンをタップ。 

・ショップ係員が「支払完了画面」を確認して 支払い完了 

チャージ金額に応じた
プレミアムを還元！ 

初回ウォレット登録特典で    
500円相当のﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ 

ペリエPay グランデュオPay テルミナ 



 

●導入予定の駅ビル 

 ペリエ千葉       （ペリエPay     7月1日スタート） 

 グランデュオ立川/蒲田  （グランデュオPay  7月以降スタート） 

 テルミナ(錦糸町)     （開始時期未定） 

  ※「プレミアム付き電子お買いもの券」の発行は駅ビルごとであり、発行された駅ビル以外でのご利用はできません。 

※㈱錦糸町ステーションビルが運営するテルミナ(錦糸町)でのサービス開始時期は、詳細が決まり次第、同社のHP等で 

お知らせいたします。 

 

●利用対象店舗一覧 （6月25日時点） 

ペリエPay グランデュオPay 

ペリエ千葉：ストリート２ グランデュオ立川：７F グランデュオ蒲田：西館7F＆東館6F 

・タリーズコーヒー 

・アズール バイ マウジー 

・Vis 

・LOWRYS FARM 

・ORiental Traffic 

・MAJESTIC LEGON 

・Ai to northerly 

・Heather 

・ITS’DEMO 

・ETUDE HOUSE 

・DOUBLE NAME 

・PAGEBOY 

・Lattice 

・RANDA 

・archives 

・ファストネイル 

・ICHIYON PLUS 

・JEANASIS 

・ドトールコーヒー 

 

 

 

 

 

 

以上、19店舗 

・大戸屋 ごはん処 

・牛かつもと村 

・新宿 つな八食堂 

・名代とんかつ かつくら 京都三条 

・まぐろ人 

・蕎旬 

・牛たんと和牛焼きの店 青葉 

・立川うまやの楽屋 

・いしがまハンバーグ 

・ダッキーダックキッチン 

・北海道イタリアンミアボッカ 

・ラケル 

・さんるーむ 

・はーべすと 

・洋麺屋五右衛門 

・草の花 

・中華料理 謝朋殿 

・ど・みそ 

・随園別館 

・陳健一麻婆豆腐 

・マザーリーフ ティースタイル 

・スターバックスコーヒー（2F） 

・ゴンチャ（3F）  

・タリーズコーヒー（6F） 

・カフェ・ド・クリエ（8F） 

以上、25店舗 

・吉祥庵 

・熟かつ亭 

・牛たんと和牛焼きの店 青葉 

・茅ヶ崎 海ぶね 

・新宿中村屋オリーブハウスダイニング 

・生麺専門鎌倉パスタ 

・ステーキハウスB＆M 

・洋食ポムの樹 

・銀座アスター蒲田賓館 

・草の花 

・銀座ハゲ天 

・回し寿司活 

・タパスアンドタパス 

・ベーカリーレストラン サンマルク 

・東京純豆腐 

・ラ･メゾン アンソレイユターブル（西3F） 

・椿屋カフェ（西4F） 

・カフェ・ド・クリエ（西6F） 

・珈琲館（西8F） 

・琉球ダイニング ちゅら屋（東1F） 

・シェ マディ（東4F） 

 

 

 

 

以上、21店舗 

   ※テルミナの利用対象店舗は、詳細が決まり次第、㈱錦糸町ステーションビルのHP等でお知らせいたします。 

 

  



●サービス詳細 

項目 ペリエPay グランデュオ Pay 

サービス開始日 2020年7月1日 2020年7月以降 

発行会社名 株式会社千葉ステーションビル ジェイアール東日本商業開発株式会社 

利用対象店舗 
ペリエ千葉 

ストリート2エリアの19店舗 

グランデュオ立川・蒲田 

レストラン・カフェ 46店舗 

チャージ方法 クレジットカード クレジットカード、チャージ機 

プレミアム還元率 チャージ金額の10％ チャージ金額の10％ 

チャージ可能期間 7月1日～9月30日（予定） サービス開始日～8月31日（予定） 

チャージ上限額 30,000円 50,000円 

1回あたりの 

チャージ可能額 

クレジットカード：5,000円・10,000円 クレジットカード：3,000円・5,000円・10,000円 

チャージ機：1,000円～30,000円（1円単位） 

有効期限 発行（チャージ）から6ヶ月 

チャージ機設置 なし あり 

お支払い方法 店頭のQRコード 

500円相当の 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

先着で最大2,500名 先着で最大5,000名 

その他 
・1円単位で利用いただけ、他の決済方法との併用が可能です。 

・購入済みの「プレミアム付き電子お買いもの券」の払い戻しはできません。 

 ※テルミナでの導入については、サービス詳細が決まり次第、㈱錦糸町ステーションビルのHP等でお知らせいたします。 

 

【株式会社ポケットチェンジ】とは 

海外旅行の際に余った外貨を、希望の電子お買いもの券や、各種ギフトコード・クーポン等に両替でき

る日本初の画期的なサービスや、地域通貨やハウスお買いもの券などの独自電子お買いもの券・電子マネ

ーを発行・ 管理可能なモバイル決済プラットフォーム「ポケペイ」を提供しています。 

所在地 東京都港区芝 4-3-5 ファースト岡田ビル 3F 

代表者 代表取締役 青山 新 

設立 2015年 12月 

資本金 1億円 

事業内容 ・外国貨幣の回収・換金を実現するサービス「Pocket Change」の企画開発、運営  

・独自電子お買いもの券・電子マネーを発行・管理可能な「ポケペイ」の提供 

・両替、電子お買いもの券、ポイントビジネス等の関連サービスの企画、開発、運営  

・インバウンド向けサービス、ハードウェア関連ビジネスの企画、開発、運営 

URL 企業ホームページ    https://www.pocket-change.jp/ 

ポケペイホームページ  https://pay.pocket-change.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
JR東日本スタートアップ株式会社は、JR東日本グループとスタートアップ企業との共創を推進する
コーポレートベンチャーキャピタルです。 

所在地：東京都港区高輪 2-21-42 TokyoYard Building 7F 
代表者：代表取締役社長 柴田 裕 
株 主：東日本旅客鉄道株式会社（100％） 
設立日：2018年2月20日 
出資枠：50億円 
連絡先：E-mail     info@jrestartup.co.jp 
    ホームページ  http://www.jrestartup.co.jp 

  

JR東日本スタートアップ株式会社とは 

https://www.pocket-change.jp/
https://pay.pocket-change.jp/

