
 

 
 

平成２１年  ４月  ８日 

 

～ＪＲタワーの「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」がご利用できる箇所の詳細等について～ 

 
 ＪＲ北海道では、平成２１年 3 月１４日より「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」及び「Ｓｕｉｃａとの

相互利用（ＩＣ乗車券・電子マネー）」サービスをスタートしましたが、トラブルもなくお客様にご

好評を頂いております。「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」加盟店については、３月１４日～31 日の１８

日間で一日平均約２，８００件のご利用となっております。 

そして、札幌駅総合開発㈱が運営するＪＲタワー商業施設「アピア」「エスタ」「札幌ステラプレ

イス」の「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」サービス開始日については、本年２月１２日に公表致しまし

たが、この度 3 つの商業施設において「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」がご利用できる店舗等の詳細が

決定しましたのでお知らせ致します。 

  これにより、「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」加盟店数は、現時点の３３６箇所にＪＲタワー４１２箇 

所を加え、5 月中旬時点で約７５０箇所（飲料自販機等の機器類を含みます。）と想定しております。 

※「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 
 

 

 

 

（１）「アピア」 ： 【詳細は別紙１を参照】 

 

 ○サービス開始日 ： 平成 21 年４月１４日（火） 

             ～各店舗の営業開始時間よりＫｉｔａｃａがご利用頂けます。 

 ○サービス導入店舗 ： １０３店舗（※） 

  ※「アピア」内の一部の店舗を除きます。  

 

（２）「エスタ」 ： 【詳細は別紙２を参照】 

 

 ○サービス開始日 ： 平成 21 年４月１４日（火） 

             ～各店舗の営業開始時間よりＫｉｔａｃａがご利用頂けます。 

 ○サービス導入店舗 ： １１６店舗（※）   

※「エスタ」内の一部の店舗を除きます。 

  ※また、本年３月１４日より「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」を導入済みのビックカメラ札幌店（１Ｆ

～５Ｆ）については、上記の店舗数に含めておりません。 

 

（３）「札幌ステラプレイス」 ： 【詳細は別紙３を参照】 

 

 ○サービス開始日 ： 平成 21 年５月１３日（水） 

             ～各店舗の営業開始時間よりＫｉｔａｃａがご利用頂けます。 

 ○サービス導入店舗 ： １９３店舗（※）   

※「札幌ステラプレイス」内の一部の店舗を除きます。 

 

 

１．ＪＲタワーにおける「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」サービスの開始 



  

（４）３商業施設共通のサービス等について  

 ○「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」のご利用時に「ＪＲタワースクエアカード」を提示頂くと、同カ

ードのポイントが１００円のご利用につき、１ポイント付与されます（一部店舗を除きます）。 

  

 ○ＪＲタワーにおけるサービス開始を記念して、本年４月１４日（火）、５月１３日（水）には、

８時より札幌駅改札口付近で、１０時より、「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」がスタートするエスタ

地下１階のエスタ大食品街入口にてパンフレットの配布等の PR を予定しております。 

 

○「パセオ」（約１８０店舗）につきましては、平成２２年春より「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」を 

  導入予定です。詳細な開始日やご利用可能な店舗等については、今後決定しだいお知らせ致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」加盟店におけるご利用状況  

 

○３月の延べ１８日間の１日あたりの平均ご利用件数は、約２，８００件となっております。 

 

 ○本日時点で「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」がご利用可能な店舗等は、３３６箇所となっておりま

す。３月１４日のサービス開始以降、以下の施設にて新たに「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」がご

利用できるようになりました。 

 

   【「ＪＲ６・６パークロック」駐車場：札幌市中央区北６条西６丁目】 

㈱北海道ジェイ･アール･都市開発がＪＲ札幌駅の西側高架下で運営するセルフ利用型の駐車

場で、４月１日よりＫｉｔａｃａのご利用が２４時間可能になりました。   

 

  ＜参 考＞ 

 

  ○本年３月３１日時点の「Ｓｕｉｃａ電子マネー」加盟店は、約４２，０００箇所です。 

 

 

（２）Ｋｉｔａｃａの発行枚数  

 

 ○４月６日時点で、約１４５，０００枚となっております。 

 

  ＜参 考＞ 

 

  ○Ｓｕｉｃａの発行枚数は、３月３１日時点で２，７９４万枚（うち電子マネー対応     

２，５３６万枚）となっております。 

２．本年３月１４日以降の「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」ご利用状況 



別紙　１

○平成２１年４月１４日に導入予定の箇所です。今後、店舗等の入替により変更等が生じる場合があります。
○(    )内は業種区分毎の店舗数です。

・アートコーヒー　・赤とんぼ　・安曇野庵　・アントステラ　・イタリアントマトカフェジュニア

・いちまる　・ヴィ・ド・フランス　・うちなぁー ・海へ ・カフェクロワッサン　・杵屋

・くるくる寿し　・コゼット円山　・サイセリア ・サブウェイ ・青竜 ・そばバー イング

・田こまち　・卵と私　・とりの介　・プロント ・寶龍 ・北海道カリー倶楽部おの　・マグノリア

・万豚記　・三輪正　・山の猿　・よし乃　・リトルスプーン ・ロッテリア

・おきなわや　・千秋庵　・とうまん富士屋　・なとり屋 ・花畑牧場 ・北欧

・aｕショップ　・エンパイアー　・クイーンズウェイ ・ソフトバンク ・東洋カメラハウス　

・ドコモショップ　・白洋舎 ・ミスターミニット

・アパート バイ ローリーズ　・アンド ナチュラル クチュール ・アンラシーネ ・インデックス

・Ｓ．Ｉ２．Ｃ　・エメ　・エル　・オフオン ・オン ザ カウチ ・開喜 ・キーグス

・キャンディロケッツ　・銀座田屋　・銀座マギー ・靴下屋 ・ｊ．-Ｂ．，　・ストラ　・タビ

・チュチュアンナ　・ディアフルーラ　・テチチ ・デル ピエロ ・トリンプ ・ニュアンス プリ　　

・ハニークラブ　・ピュアリファイ　・フロム ラブ スリー ・ミズ ・やまと ・ラ・モーダ

・リアルリッシュ　・リー・レーヴ　・リオ　・ルミナス ・ロイスクレヨン ・ローリーズファーム

・アカクラ　・ａｎ-ｚｕ　・ギフトゲートエレガント ・きりんや ・銀座 ヨシノヤ　・靴の名取川

・コクミン　・札幌弘栄堂書店　・シティドラッグ ・ジュエリーマキ ・ジョイポート

・３コインズ　・ゾフ　・ＤＨＣ　・時計・貴金属のとくなが ・時計・ＺＩＰＰＯのまつむら

・ハートダンス　・バッグのムラタ　・ビーハウス星の国 ・ファンケル元気ステーション

・ベルナ フォンテーヌ　・マザーガーデン　・ルイーズ

ＪＲタワー「アピア」で「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」が使える箇所一覧

【飲 食 店 舗】（３０）

【フーズ・ギフト物販店舗】（６）

【サービス店舗】（８）

【ファッション店舗】（３６）

【ファッション雑貨・化粧品他】（２３）



別紙　２

○平成２１年４月１４日に導入予定の箇所です。今後、店舗等の入替により変更等が生じる場合があります。
○(    )内はフロア毎の店舗数です。

【　１０階（レストラン街）　】（１8）

・大戸屋ごはん処　・廻転ずしとっぴー　・カプリチョーザ　・霧の下　・四川飯店（10階）　

・とんかつ玉藤（10階）　・日比谷松本楼グリル　・ペッパーランチ　・リトルスプーン

《札幌ら～めん共和国》
（・あらとん　・けやき　・さっぽろ大心　・さっぽろら～めん開拓舎　・初代　・白樺山荘　・次郎長　
　・梅光軒　・ぴうからーめん）

【　９階（アミューズメントゾーン）　】（１）

・ポケモンセンターサッポロ

【　８階（ファッション）　】（２）

・アカチャンホンポ　・ユニクロ

【　７階（ファッション）　】（９）

・ABC-MART　・クーレンズ　・グローバルワーク　・ザ・スーパースーツストア　・Ｇ・Ｆ・Ｃ

・パフューマジック　・ビューティーサロンタナカ　・ブリックハウスシャツ工房　・ライトオン

【　６階（ファッション）　】（１１）

・アクト＆コム　・アディダス パフォーマンスセンター　・シーベレット　・しふぉん　

・スポーツアウトレットハウス　・ハイチビーチ　・ハニーズ　・ビーチサウンド　・フェイス2

・マジックミシン　・マティエールカナリヤ

【　２　階　】（２）

・カフェテラス コゼット　・札幌興農園

※本年３月１４日より「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」を導入しているビックカメラ札幌店（１階～５階）に
　ついては、上記店舗数に含めておりません。

ＪＲタワー「エスタ」で「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」が使える箇所一覧



【　地下１階（エスタ大食品街）　】（７３）

・伊藤ハム（アイダイニング）　・いなほ倶楽部　・イルバール　・魚政　・うなぎ日本一　

・エスタ生鮮レジ　・ＥＺＯ米八　・おおがね　・菓か舎　・かに商　・かま栄　・北かり　・北菓楼　

・北のおみやげ館　・キッチンもりもと　・京ひふみ食堂　・草太郎　・ケンタッキーフライドチキン　

・コートドール　・コクミン　・コロッケ倶楽部　・３６スティックス　・嵯峨野松風屋　・札幌餃子館　

・札幌ぽっぽまんじゅう　・ザ・どん　・ジェラートショップ ロアモンド　・四川飯店（地下１階）　

・しゅうくりぃむ工房梅屋　・ジュピター　・ＳＨＯＰ ＩＳＨＩＹＡ　・白松がモナカ　・スィートプラザ　

・スウィートテーブル　・すすきのたこ八 ふわトロ　・ステーキフォーシーズン　・千秋庵　・千日天天　

・惣菜なか村　・チャイニーズ厨房黄河　・美らさん おきなわや　・ちんみ工房　・天ぷらカリット　

・十勝大名　・ドトールコーヒー　・ドミニックジュラン　・とんかつ玉藤（地下１階）　・パナッシェ 　　

・ビアードパパ　・ピザキッチンパタタ・エ・パタタ　・百味千菜（サザエ）　・ふーどさぷり はしもと　

・ファンケルハウスｊ　・福寿園　・フラワー花水木　・フルーツケーキファクトリー　・フルーツパレット

・ポールショップ　・北彩（かに飯・イカ飯）　・北洋食産　・ホクレンショップグリーンコート　

・松蔵ポテト　・マルヨシ　・ミラノキッチン　・モロゾフ　・館　・焼とり日本一　・やま長　

・洋風惣菜 キッチンステージ　・リーフ　・柳月　・ルピシア　・六花亭



別紙　３

○平成２１年５月１３日に導入予定の箇所です。今後、店舗等の入替により変更等が生じる場合があります。
○（　）内はフロアごとの店舗数です。

・回転寿司 根室花まる　・かつ工房 和幸　・カレー研究所 ・銀座ハゲ天 ・グランディーバ・カフェ

・グレイビーソース ハンブルグハウス　・Cobara-Hetta ・自然食バイキング 菜蒔季　

・自然派ラーメン処 麻ほろ　・炭火焼肉酒家 牛角 ・創作オムライス ポムの樹 ・そば・うどん 家族亭   

・坦々麺・餃子・豚饅 北老虎　・手打うどん工房 穂の香 ・和食や 和み ・ビヤダイニング 銀座ライオン 　

・原宿 南国酒家　・創作料理 螢 ほたる　・遊食菜彩 いちにいさん ・ラ・メゾン アンソレイユターブル

・Wine Bar Dining 宙 SORA 

・アヴィレックス コンフォート ・A BOMBER ・179/WG ・宇宙百貨 ・ABC-MART　

・エクストララージ/エックスガール　・カシラ ・靴下屋 ・グラニフ ・グロッカ バイ コレクターズ

・THE STORE　・サムシング ショップ　・ステューシー ・スヌーピータウンショップ   

・スピンドル バイ チックタック　・ディズニーストア ・ネオスタ オム ・ハレ ・ハンズ ビー　・ヘザー

・ヘム  ・メソッド　・ルイナス プライマル ガーデン ・レイジブルー 

・RNA スウェット　・R．ニューボールド　・アズ ノゥ アズ ・イル ・unico ・オール オーディナリーズ    

・空　・ザ ショップ  TK ミックスパイス　・ジーナシス ・ジャニスマーケット ・スムース　・チャオパニック

・212K.　・パラビオン　・プー ドゥドゥトロ ラペッシュ ・B.L.U.E. ・フレッドペリー　 

・マリテ+フランソワ・ジルボー　・ミスティ ウーマン ・ラディエイト ・リ

・アデュートリステス ロワズィール　・アルカリ・ミエスカルぺ ・MK ミッシェルクラン　・オゾック

・ココ ディール　・シンシアローリー　・スープ ・スナオクワハラ ・スビート ・スリーフォータイム  

・トランプ　・トレセンテ　・ニーム プルミエ・エタージュ ・フランシュリッペ ・マザーリーフ 　　　  

・ミニマム　・ｍｏｔｔｏ　・ユニバーサルランゲージ ・レシピエ ・レスト ローズ　　　

・ロータス ブーティ ブティ　

ＪＲタワー「札幌ステラプレイス」で「Ｋｉｔａｃａ電子マネー」が使える箇所一覧

【ＣＥＮＴＥＲ　６階】（２１）

【ＣＥＮＴＥＲ　５階】（２４）

【ＣＥＮＴＥＲ　４階】（２１）

【ＣＥＮＴＥＲ　３階】（２１）

*



・アイユール・キャトル・パドカレ　・アートバーグ ドゥ ・アナザーエディション　・アバハウス デューコート

・And A　・オデット エ オディール ユナイテッドアローズ ・グラムール ・グレース コンチネンタル 　

・ディーゼル　・ノンブルアンペール　・ボナジョルナータ ・マーノ ガーメント コンプレックス　・ラシット  

・ルイス ワールドエントランス  

・青山フラワーマーケット　・SJX KINGS＆QUEENS ・スターバックス コーヒー　・スピック＆スパン 

・トゥモローランド　・俄 

・アジェデ アクセサリーズ　・A・D・A　・MKクランプリュス/iiMK 　・カフェ デンマルク　　  

・カランコロン京都  ・サザビー　・サマンサタバサ デラックス/サマンサタバサ プチチョイス　・生活の木

・ナチュラルビューティベーシック  ・ネイルサロン マリアール 　・パパイヤクラブ　・パピヨネ　・Fin 　

・プラザ　・ブルーブルーエ　・プロポーションボディドレッシング ・マークスアンドウェブ　・マリークヮント

・ミスティック　・ラッシュ　・ルネッテリア ・レモンツリー ・ロクシタン   

【ＣＥＮＴＥＲ　２階】（１４）

【ＣＥＮＴＥＲ　１階】（６）

【ＣＥＮＴＥＲ　地下１階】（２３）



・エステティックサロン ソフィア フランス　・タリーズコーヒー ・マリアージュ 石の森の教会　

・美容室　モーリスフランク　パリ

《展望室》
・札幌スタイルショップ　・展望室インフォメーション ・Ｔ'ＣＡＦＥ　・Ｔ'ＳＨＯＰ　

・三省堂書店　・ブックス＆カフェ UCC 

・アシッドヘッド プロデュースド バイ ルパート ・HMV ・オプティックパリミキ　・コンタクトのアイシティ  

・シマムラ ミュージック　・ナチュラルボーン アディクション ・PPFM2 ・ボイコット　・メンズ メルローズ  

・モダンラバーズ　・ラトルトラップ  

・コムサストア　・カフェコムサイズム　

・エクラムール プティート　・“オルタナティブ バージョン” ダブルアール 　・カフェ マディ　・カル  

・コクーニスト　・シップス　・ジュールアッシュ クレエ ・ジュエッテ ・ダブルスタンダード クロージング 　

・ネ・ネット　・ノート エ シロンス　・ノンサンス ・バナー バレット ・フリーズ ショップ　・ポーリーヌ 　 

・マディ　・メルシーボークー、　・ヨシイ マミ ・ルージュ・ヴィフ ラクレ 

・Gap/Gap Kids　・デミルクス ビームス

・アンフィ　・イング　・エク サン プロヴァンス ・オルビス・ザ・ショップ  ・ザ・パフューマーズ

・ジェリービーンズ　・ストーンマーケット 　・ソーダファウンテン モロゾフ ・ダイアナ　・ナチュラル ボディ  

・ノンシャラン　・ビーアンエンジェル　・VIS ・ヴュー ヴィンテージ ・美容室 アローズ　・マーラー   

・ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ・ユニック パー ヴェールダンス　・ルゥ デ ルゥ 

  

【ＥＡＳＴ　６階　及び　展望室】（８）

【ＥＡＳＴ　５階】（２）

【ＥＡＳＴ　４階】（１１）

【ＥＡＳＴ　３階】（２）

【ＥＡＳＴ　２階】（１９）

【ＥＡＳＴ　１階】（２）

【ＥＡＳＴ　地下１階】（１９）


