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モバイルSuicaにおけるじぶん銀行からのチャージサービス開始について 
 

◇2010 年 2 月 22 日（月）より、モバイル Suica の「銀行チャージ」サービ

スをじぶん銀行で開始いたします。 
 ◇サービス開始を記念して、より多くのお客さまにご利用いただけるよう 

 に「じぶん銀行×モバイル Suica 開通記念キャンペーン」を実施いたし 
 ます。 

 
 東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清野智、

以下「ＪＲ東日本」）と株式会社じぶん銀行（本社：東京都港区、代表取締役

社長：戸原健夫、以下「じぶん銀行」）は、お客さまの利便性の向上を図るた

め、モバイルバンキングを使って、お客さまのじぶん銀行の口座からモバイル

Suicaへオンラインでチャージができる「銀行チャージ」サービスを、2010年2
月22日（月）から開始いたします。 
 また、サービス開始を記念して「じぶん銀行×モバイルSuica 開通記念キャ

ンペーン」を実施いたします。 
 
1. サービス開始日 
  2010 年 2 月 22 日（月）6:00～ 
 

2. ご利用条件 
（１）じぶん銀行の口座をお持ちであること。 
（２）モバイル Suica（EASY モバイル Suica を含む）への会員登録がお済 
   みであること。 
  ※ ディズニーモバイルおよびウィルコムの端末では、じぶん銀行の銀行チャージは  

   ご利用いただけません。 

 
3. サービス提供時間 

 以下の時間帯を除き、いつでもご利用いただけます。 
【利用できない時間】 
・ 毎日 2:00～4:00（但し、月曜日は 0:00～6:00）  
・ じぶん銀行のシステムメンテナンス時間帯（原則毎月第 2 土曜日 21:00

～翌朝 7:00） 



4. 手数料について 
 無料（2011 年 3 月 31 日（木）まで） 
 2011 年 4 月 1 日（金）以降は、じぶん銀行が定める手数料が必要とな

ります。手数料金額については、決定次第、あらためてじぶん銀行ホー

ムページ等にてお知らせいたします。（本手数料は、じぶん銀行に対し

てお支払いいただく手数料であり、チャージ金額と同時にお客さまの銀

行口座からお引落としとなります。） 
 

5. ご利用方法について 
・ モバイル Suica のチャージ操作の際に、「じぶん銀行」をご選択いただ

くと、「じぶん銀行」のケータイバンキング画面に切り替わります。 
・ ケータイバンキングで、チャージ内容を確認し、Suica 電子マネー受取

を行うことで、オンラインでチャージができます。チャージ可能金額

は、1,000 円単位で 1 回 10,000 円までです。 
 

＜ケータイバンキングの画面イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入金(チャージ)額入力

□残額： 2,000円
------------------------
入金(チャージ)する金額を
入力してください。

□入金(チャージ)額(半角)
10000  円

①確認する
※1回の入金(チャージ)額
は1,000円単位で10,000円
まで可能です。
上限金額は残額とあわせて
20,000円まで可能です。
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

戻る 確認

入金(チャージ)額入力

□残額： 2,000円
------------------------
入金(チャージ)する金額を
入力してください。

□入金(チャージ)額(半角)
10000  円

①確認する
※1回の入金(チャージ)額
は1,000円単位で10,000円
まで可能です。
上限金額は残額とあわせて
20,000円まで可能です。
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

戻る 確認戻る 確認

入金(チャージ)額確認

□入金額： 10,000円
□入金後総額： 12,000円
------------------------
上記の内容で入金(チャー
ジ)しますか。

①入金する(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ)
②入金する(銀行口座)
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

戻る

入金(チャージ)額確認

□入金額： 10,000円
□入金後総額： 12,000円
------------------------
上記の内容で入金(チャー
ジ)しますか。

①入金する(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ)
②入金する(銀行口座)
――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

戻る戻る

銀行選択

戻る

銀行チャージ利用規約をご
覧いただき、同意の上、銀
行チャージを行う銀行を選
択してください。

#4銀行チャージ利用規約

■みずほ銀行
■三井住友銀行
■三菱東京UFJ銀行
■じぶん銀行

――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

銀行選択

戻る戻る

銀行チャージ利用規約をご
覧いただき、同意の上、銀
行チャージを行う銀行を選
択してください。

#4銀行チャージ利用規約

■みずほ銀行
■三井住友銀行
■三菱東京UFJ銀行
■じぶん銀行

――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

銀行チャージ利用規約をご
覧いただき、同意の上、銀
行チャージを行う銀行を選
択してください。

#4銀行チャージ利用規約

■みずほ銀行
■三井住友銀行
■三菱東京UFJ銀行
■じぶん銀行

――――――――――――
０戻る
⑨メニュー

Suicaポケット内容確認

□サービス名
モバイルSuicaチャージ
□会社名
じぶん銀行
□受取額
10,000円
□現在のSuica残額
2,000円
□受取後のSuica残額
12,000円
□Suicaポケット依頼ID
12345678
□受取期限
2010/03/20 12:00

Suicaポケット利用規約を
ご覧いただき、同意の上、
上記内容で受取手続きし、
SF(電子マネー)に入金
(チャージ)しますか。

#4Suicaポケット利用規約

①入金(チャージ)する
------------------------
#7Suicaポケット一覧
------------------------
⑨メニュー



6. キャンペーンについて 
JR 東日本とじぶん銀行では、サービス開始にあわせて「じぶん銀行×モバイル

Suica 開通記念キャンペーン」を実施いたします。 
【キャンペーン期間】 

2010 年 2 月 22 日（月）～2010 年 3 月 31 日（水） 
【キャンペーン概要】 
（チャンス①）期間中にじぶん銀行からモバイル Suica に銀行チャージする 
              と、抽選で 50 名さまに 10,000 円をプレゼント（じぶん銀行に 
              開設されている普通預金口座に振込まれます）。 
（チャンス②）さらに、前記（チャンス①）に加え、期間中にモバイル Suica 
       の電子マネーでお買物（鉄道利用を除く）をすると、抽選で 
       50 名さまに Suica オリジナルペンギンポケットマグをプレゼ 
       ント。 

【応募方法】 
キャンペーンへの参加には、キャンペーンサイトからのエントリーが必要で   
す。 
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/cp/jibun/ 
＜ご注意＞ 
※ キャンペーンサイトから、必ずエントリーしてください。エントリーされなかった場合は、すべ

ての特典が対象外となります。 
※ エントリー時は、必ずじぶん銀行に登録済の携帯 E メールアドレスをご登録ください。じぶん銀

行に登録の携帯 E メールアドレスと異なる場合は、キャンペーンの対象外となります。 
※ SuicaID 番号は、携帯電話機の機種変更および、紛失・故障によるモバイル Suica の再発行、また

アプリのバージョンアップなどにより変わります。キャンペーン期間中に SuicaID 番号を変更さ

れた方は、再度エントリーを行ってください。 
※ 2010 年 4 月 1 日以降、抽選期間中に SuicaID 番号を変更された場合は、キャンペーン対象外とな

ることがあります。 
※ チャンス①について、特典入金の時点でじぶん銀行の普通預金を解約されている場合は、キャン

ペーンの対象外となります。 
※ 「応募フォーム」にご入力いただいた個人情報は、JR 東日本とじぶん銀行が適切に管理し、当選

者への賞品の抽選・発送、本件に関する諸連絡に活用させていただきます。また市場調査その他

の調査研究のため、個人を特定しない統計情報の形で利用させていただくことがございます。 

 
以 上 

 
 
 


