
2013 年 11 月 20 日 

株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス 

購入前にカードを事前にタッチ！ 

～次世代自販機で会員限定お得なサービス開始～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 「“ａｃｕｒｅメンバーズ”専用次世代自販機サービス」とは 
（１）実施期間   

2013 年 11 月 21 日（木）より展開   

（２) 概要 【別紙１】 

     “acure メンバーズ”会員限定の演出を展開することで、おもてなし（付加価値）を創出し、会員サービスの拡充・

顧客満足の向上を図ります。 

   新習慣！  「事前タッチ」 

商品購入前に、会員登録した Suica 等交通系電子マネーをリーダーライターへタッチしてください。現在の購入

前の特別演出とともに、商品購入後も魅力の詰まった会員専用の演出を、次世代自販機の画面を活用して展

開します。 

●購入後サービス実施内容 

 購入後に下記３つのプレゼントサービスのどれかが受けられます。 

      

    

      

 

 

 

       

 （３）対象エキナカ自販機“ａｃｕｒｅ” 

 

    [次世代自販機]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「ａｃｕｒｅ（アキュア）」は “ちょっとした癒し”を提案するＪＲ東日本ウォータービジネスの自販機ブランドです。 

■ 株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：石戸谷 隆敬）は、会員制度“ａｃｕｒｅ 

メンバーズ”（5 月 24 日開始）の会員サービス拡充施策として、11 月 21 日よりエキナカ自販機“ａｃｕｒｅ”の次世代自販機 

にて会員専用サービスを本格展開します。 

■ 会員登録している Suica 等交通系電子マネーを活用した、“商品購入前のリーダーライターへのタッチ”による、会員専用の 

特別な演出に加え、新たに抽選で商品購入後にもう 1 本商品が貰えるサービス、一言メッセージや集めて楽しい壁紙が 

もらえるサービスを開始します。 

 

※Suica 等交通系電子マネー 

リーダーライター（読取機） 

JR 東日本エリアのエキナカ等に 

約 500 台設置しております。 

【別紙２】 

③がんばるあなたへドリンクを 1 本プレゼント 

②集めて楽しい“山手線”駅パネル壁紙（全 29 種） 

① 今日のあなたへ一言メッセージ＋オリジナル壁紙（共通） 



 

２ 「会員制度“acure メンバーズ”」とは 

（１）概要  

エキナカ自販機“ａｃｕｒｅ”での飲料購入者に向け、エキナカ自販機“ａｃｕｒｅ”の利用による付加価値向上を目指し、

会員制度“ａｃｕｒｅメンバーズ”をスタートしました。 

“ａｃｕｒｅメンバーズ”では、エキナカ自販機“ａｃｕｒｅ”での購買によるポイント付与、更にダイレクトコミュニケーション

（メール等）によって、会員の方へのサービスの向上を目指します。 

（２）会員サービス 

  ①自販機キャンペーン 

昨年度まで展開してきた「自販機キャンペーン」を会員サービスの一環と位置づけ、「“ａｃｕｒｅメンバーズ”集めてチ

ャレンジキャンペーン」を実施しています。新たにSuica等交通系電子マネー利用による購入を条件としたポイント付

与によりキャンペーンに参加しやすくなりました。 

②情報配信 

会員に対して、メールでエキナカ自販機“ａｃｕｒｅ”に関する最新情報を随時配信いたします。新商品の発売情報や

キャンペーンの詳細情報を配信します。 

③コミュニケーション 

次世代自販機においてディスプレイやSuica等交通系電子マネーを活用した会員専用の画面・サービスを提供して

います。また、会員対象のアンケートやグループインタビューの企画を予定しております。頂いたご意見を参考とす

ることで、会員の方へのサービスの向上および、“ａｃｕｒｅメンバーズ”会員と共に価値創出を目指していきます。 

（３）登録方法  

    インターネット上の WEB サイト http://acurecp.net にアクセスします。必要事項を入力し登録してください。登録完了

後、マイページが作成されますので、ポイント等の情報が確認できます。 

（４）開始期間 

    2013 年 5 月 24 日より会員募集ならびに会員サービスを開始しております。 

 

 
 

 

※ご利用できる交通系電子マネー 

  Kitaca：キタカ / PASMO：パスモ / Suica：スイカ / manaca：マナカ / TOICA：トイカ 

 / ICOCA：イコカ / はやかけん / nimoca：ニモカ / SUGOCA：スゴカ 

・JR 北海道 Kitaca 利用承認第 7 号 

・「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・株式会社パスモ商標利用許諾済 第 81 号 

・「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 

・JR 東日本 Suica 利用承認第 92 号 

・「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・株式会社エムアイシー商標利用許諾済み 

・株式会社名古屋交通開発機構商標使用許諾 第 13-004 号 

・「manaca」・「マナカ」は株式会社エムアイシーおよび株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。 

・JR 東海 TOICA 利用承認第 8 号 

・「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・JR 西日本 ICOCA 利用許諾済 

・「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・福岡市交通局 はやかけん利用承認済 

・「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。 

・株式会社ニモカ nimoca 利用承認第 4 号 

・「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。 

・JR 九州 SUGOCA 利用承認第 8 号 

・「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・当該承認は各鉄道会社、㈱パスモ、㈱エムアイシー、㈱名古屋交通開発機構及び㈱ニモカが、本商品・サービスの内容・品質を保

証するものではありません。 

・IC カード発行事業者の都合により、予告なく IC カードが交換されることがあります。 

 

【お問い合わせ先】 
株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス 企画部
担当 ： 和方・奥谷 ＴＥＬ ： 03-6853-6005 



“acure メンバーズ”にご登録いただいた交通系電

子マネーを、事前にリーダライターに“事前タッチ”

をします。 

登録している、交通系電子マネーで商品を購入します。 

【別紙１】 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“acure メンバーズ”サイト（http://acurecp.net）に

アクセスして頂き、マイページ登録より“acure 

メンバーズ”登録を行います。 

 

 

③がんばるあなたへドリンクを 

1 本プレゼント 

②集めて楽しい“山手線”駅パネル壁紙 

（全 29 種） 

商品を購入すると、下記 3 つの内、いずれかの会員専用サービスを楽しめます。

？ ？ ？ 

登録手続き

完了後 

“acure メンバーズ”専用演出がされます 

※商品画像はイメージです 

事前タッチ後 

①今日のあなたへ一言メッセージ＋ 

オリジナル壁紙（共通） 



【別紙２】 

 
次世代自販機設置駅一覧表（11 月 14 日現在） 

 

線区名 駅名 線区名 駅名 線区名 駅名 線区名 駅名
秋田 駒込 我孫子 阿佐ケ谷
新青森 恵比寿 亀有 荻窪
鎌倉 原宿 金町 吉祥寺
逗子 五反田 松戸 御茶ノ水
鴨居 御徒町 新松戸 甲府
橋本 高田馬場 水戸 高円寺
古淵 秋葉原 土浦 国分寺
十日市場 渋谷 南柏 国立
小机 上野 馬橋 三鷹
新横浜 新橋 柏 市ケ谷
成瀬 新宿 北小金 信濃町
相模原 西日暮里 北千住 西荻窪
中山 巣鴨 成田空港線空港第２ビル 西国分寺
町田 代々 木 成田線 成田 西八王子
長津田 大崎 川越線 川越 中野
鎌取 大塚 総武支線 両国 東小金井
蘇我 池袋 稲毛 東中野
土気 田端 下総中山 八王子
本千葉 田町 亀戸 飯田橋
誉田 東京 錦糸町 武蔵境
稲毛海岸 日暮里 佐倉 武蔵小金井
海浜幕張 品川 四街道 豊田
葛西臨海公園 浜松町 市川 立川
検見川浜 目黒 小岩 横浜
新浦安 目白 新検見川 蒲田
新木場 有楽町 新小岩 鴨宮
南船橋 さいたま新都心 新日本橋 戸塚
八丁堀 宇都宮 西千葉 小田原
舞浜 浦和 西船橋 新子安
宮原 王子 千葉 川崎
熊谷 久喜 船橋 大井町
高崎 栗橋 津田沼 大磯
鴻巣 郡山 都賀 大森
深谷 盛岡 東船橋 大船
北本 西川口 本八幡 辻堂
関内 赤羽 幕張本郷 鶴見
港南台 仙台 越谷レイクタウン 東神奈川
根岸 川口 新三郷 藤沢
桜木町 大宮 新秋津 二宮
新杉田 土呂 新八柱 熱海
石川町 東大宮 船橋法典 平塚
洋光台 南浦和 東浦和 保土ケ谷
戸田 白岡 東川口 鹿島田
戸田公園 蕨 品鶴支線 新川崎 登戸
中浦和 姉ケ崎 長野新幹線 長野 府中本町
南与野 木更津 武蔵溝ノ口
板橋 武蔵小杉
浮間舟渡 武蔵新城
武蔵浦和 武蔵中原
与野本町 分倍河原

山手線

東北線

中央線

東海道線
高崎線

総武線

内房線

根岸線

埼京線 南武線

常磐線

武蔵野線

奥羽線

横須賀線

横浜線

外房線

京葉線

 

 

 

 

 

 

 

 


