平 成 24 年 10 月 30 日

九州旅客鉄道株式会社

ＳＵＧＯＣＡ電子マネーを使える場所がますます拡大

「世界の山ちゃん」熊本下通り店で
ＳＵＧＯＣＡ電子マネーがご利用いただけます。
ＳＵＧＯＣＡ電子マネーの利用可能店舗がさらに拡大いたします。
１１月１日(木)より、
『世界の山ちゃん 熊本下通り店』におきましてＳＵＧＯＣＡ電子マネー
がご利用いただけるようになります。
ＳＵＧＯＣＡはもちろん、ｎｉｍｏｃａ、はやかけん、Ｓｕｉｃａ、ＩＣＯＣＡ、ＴＯＩＣＡ
での決済も可能です。
ＳＵＧＯＣＡ電子マネーは、今後も九州全域に幅広い業態の展開を進めてまいります。どうぞご期
待ください。

１． サービス開始日
平成２４年１１月１日（木）
２．導入店舗
世界の山ちゃん 熊本下通り店
住所 〒860-0803 熊本市中央区新市街 6-9 柏田ビル 2F
TEL
096-355-3446
３． その他
詳細別紙
※「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ｎｉｍｏｃａ」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
※「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。
※「ＩＣＯＣＡ」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ＴＯＩＣＡ」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

（お問合せ先）
事業開発本部企画部 カード事業室
（０９２）４７４－７２５９

詳細別紙

ＮＥＷＳＲＥＬＥＡＳＥ

2012 年 10 月 30 日

各 位
株式会社エスワイフード
三井住友カード株式会社
株式会社中部しんきんカード

居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」で
交通系電子マネーの取扱いを開始！
名古屋を中心に居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を全国で展開する株式会社エスワイフード
（本社：名古屋市中区、代表取締役会長：山本 重雄）は、三井住友カード株式会社（本社：東
京都港区、代表取締役社長：島田 秀男）および株式会社中部しんきんカード（本社：名古屋市
中区、代表取締役社長：小川 二郎）と協力し、
「世界の山ちゃん」61 店舗において、交通系電子
マネーに対応した決済端末を導入し、2012 年 11 月 1 日（木）にサービスを開始いたします。
「世界の山ちゃん」は、愛知県名古屋市を拠点に、北は北海道から南は熊本まで全国で 74 店舗
を展開する居酒屋チェーンで、創業以来守り続けられた伝統の味で知られる「幻の手羽先」をは
じめとした名古屋名物が揃っています。
「世界の山ちゃん」各店では、2008 年より電子マネー「ｉＤ ＴＭ 」および「楽天Ｅｄｙ」によ
る決済サービスを導入しており、来店されるお客さまの決済ニーズにお応えしてまいりました。
このたび、ｉＤ・楽天Ｅｄｙに加え、ＪＲ各社が展開する交通系電子マネーＫｉｔａｃａ（キ
タカ）、Ｓｕｉｃａ（スイカ）、ＴＯＩＣＡ（トイカ）、ＩＣＯＣＡ（イコカ）、ＳＵＧＯＣＡ（ス
ゴカ）にも新たに対応した決済端末を、
「世界の山ちゃん」の直営店全 61 店舗に導入することで、
各地域に根付いた決済サービスを提供することができ、お客さまのさらなる利便性向上が期待で
きます。
なお、今回導入する端末は、各電子マネーを一台で決済することができるシンクライアント型
マルチ決済端末です。また、各電子マネーの導入および精算業務等は、中部しんきんカードの協
力のもと三井住友カードが担当いたします。
各社は今後も協力し、お客さまのさらなる利便性向上と各決済サービスの利用促進を図ってま
いります。
以上
※「ｉＤ」は株式会社ＮＴＴドコモの商標です。
※「楽天Ｅｄｙ」は楽天Ｅｄｙ株式会社が運営するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
※「Ｋｉｔａｃａ」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ＴＯＩＣＡ」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「ＩＣＯＣＡ」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ＳＵＧＯＣＡ」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

◆ 本件(ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ)に関するお問合せ先 ◆
株式会社エスワイフード
／本社総合管理部
三井住友カード式会社
／経営企画部広報室 河内・田邊
株式会社中部しんきんカード／営業部営業課 大塚・青木
TEL:03-5470-7240

TEL：052-259-2782
TEL：03-5470-7240
TEL: 052-202-0675

別 紙

＜導入店舗一覧＞

【名古屋】 30店舗
TOICA・Suica・ICOCA・SUGOCA・ｉＤ・楽天Edyに対応
店名
1 世界の山ちゃん 千種店
2 世界の山ちゃん 葵店
3 世界の山ちゃん 本店
4 世界の山ちゃん 栄店
5 世界の山ちゃん 金山店
6 世界の山ちゃん 錦店
7 世界の山ちゃん 金山中央店
8 世界の山ちゃん 金山南店
9 世界の山ちゃん 名駅西口店
10 世界の山ちゃん 金山西店
11 世界の山ちゃん 丸の内店
12 世界の山ちゃん 金山総本店
13 世界の山ちゃん 池下店
14 世界の山ちゃん 伏見店
15 世界の山ちゃん 長者町店
16 世界の山ちゃん 名駅太閤店
17 世界の山ちゃん 柳橋店
18 世界の山ちゃん 本丸
19 世界の山ちゃん 女子大店
20 世界の山ちゃん 則武店
21 世界の山ちゃん 伏見錦通り店
22 世界の山ちゃん 錦三大津店
23 世界の山ちゃん 錦中店
24 世界の山ちゃん 納屋橋店
25 世界の山ちゃん 駅西３号店
26 世界の山ちゃん 名古屋駅東店
27 世界の山ちゃん 笹島店
28 世界の山ちゃん 駅西４号店
29 尾張名古屋の台所「山」 本店
30 世界の山ちゃん 金山沢上店

【関東】 22店舗
Suica・Kitaca・PASMO・TOICA・ICOCA・SUGOCA・
nimoca・はやかけん・ｉＤ・楽天Edyに対応
店名
1 世界の山ちゃん 田町三田口店
2 世界の山ちゃん 銀座京橋店
3 世界の山ちゃん 秋葉原昭和通り店
4 世界の山ちゃん 神田須田町店
5 世界の山ちゃん 神田西口店
6 世界の山ちゃん 神田神保町店
7 世界の山ちゃん 上野アメ横店
8 世界の山ちゃん 浅草橋店
9 世界の山ちゃん 西武新宿店
10 世界の山ちゃん 西武新宿２号店
11 世界の山ちゃん 新宿花園店
12 世界の山ちゃん 新宿靖国通り店
13 世界の山ちゃん 新大久保店
14 世界の山ちゃん 南池袋店
15 世界の山ちゃん 池袋北口店
16 世界の山ちゃん 高円寺南店
17 世界の山ちゃん 国分寺店
18 世界の山ちゃん 関内北口店
19 世界の山ちゃん 川崎仲見世店
20 世界の山ちゃん 川崎砂子店
21 世界の山ちゃん 北浦和店
22 世界の山ちゃん 川口店
【関西・中国】 7店舗
ICOCA・Suica・TOICA・SUGOCA・ｉＤ・楽天Edyに対応
店名
1 世界の山ちゃん 近鉄阿部野橋店
2 世界の山ちゃん 千日前店
3 世界の山ちゃん 梅田東通り店
4 世界の山ちゃん 阪急高槻店
5 世界の山ちゃん 姫路駅前店
6 世界の山ちゃん 広島大手町店
7 世界の山ちゃん 広島胡店
【北海道】 1店舗 …Kitaca・Suica・ｉＤ・楽天Edyに対応
店名
1 世界の山ちゃん すすきの南三条店
【九州】 1店舗
SUGOCA・Suica・TOICA・ICOCA・nimoca・
はやかけん・ｉＤ・楽天Edyに対応
店名
1 世界の山ちゃん 熊本下通り店

世界の山ちゃん 名古屋駅東店

※
※
※

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

