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（株）am／pmジャパン am/pm

～club apアプリで特典～
☆着信♪メロディがあたるスクラッチゲーム
☆アナタのお買い物次第で成長する育成ゲーム『エ
イピィ』。種類は２００万以上。誕生日・尊敬する人・
座右の銘と言った愉快なプロフィールを持っていま
す。

提供中 ○

（株）NTTデータ －

　iモード FeliCa に対応したポストペイ方式の決済ソ
リューションをカード会社様及び小売事業者向けに
提供致します。
　また、携帯電話に各種カード（クレジットカード・
キャッシュカード・ポイントカード等）を搭載するため
のiアプリ及びダウンロードセンタ、ならびに決済端
末を提供し、端末・ネットワークからセンタ機能まで
含めたモバイルカードのインフラをトータルに展開し
ていきます。

提供中

○

（2005
年度予
定）

○

（2005
年度予
定）

○

（社員
証とし
て）

（株）KESAKAシステム kesakaサービス

　携帯でドアの鍵の施錠と開錠、契約者自身のメー
ル操作による第三者への合鍵の発行(時限設定も
可）、誰が帰宅したかをメールで伝える帰宅通知、
遠隔での戸締り確認や、入退室履歴の閲覧など
様々なサービスをご提供いたします。

提供中 ○

（株）ゲオ Mobile GEO

１．「Edy」搭載携帯電話を「GEOモバイル会員証」と
して全国のGEOショップでご利用いただけます。
２．店頭で「Eｄｙ」でのお支払及びチャージができ、
商品をお売りいただいた際の買取り金もチャージで
きます。
  （一部上記サービスを実施ししない店舗がありま
す。）

提供中 ○ ○

（株）サークルKサンクス サークルKサンクス

　サークルKサンクス全店（約6300店）でおサイフ
ケータイでのショッピングと現金からのチャージがで
きます。また「Edy」機能付きのハウスカード
「KARUWAZA CLUB」カードをご購入の上会員登録
頂くと様々な特典が受けられる上、おサイフケータ
イのご利用でもポイントが貯まります。

提供中 ○ ○

（株）J-WAVE J-WAVE

　メンバーズカードJ-WAVE PASSの機能をダウン
ロードして電子チケットやクーポン、ショッピング
サービスを実施しています。CD、DVDもEdy、eLIO
対応になります。

提供中 ○ ○ ○

　ポストペイ（後払い）方式の非接触IC決済サービ
ス「QUICPay」なら、事前チャージやサインが不要。
指定したＪＣＢカードからのお支払いでポイントやマ
イルも加算。紛失の際も保険適用対象となります。

提供中 ○ ○ ○

　オフィス向け多機能ICソリューション「モバイルOｆｆｉ
ca」なら、入退室・勤怠管理・PCセキュリティなど多
種多様なニーズに対応。食堂や自販機では指定し
たJCBカードからの支払いで、チャージ・サイン不要
の簡単決済。

提供中 ○ ○ ○ ○

ジグノシステムジャパン（株）
／

（株）ヴィレッジヴァンガード
コーポレーション

ヴィレッジ☆雑貨

　ついにヴィレッジお宝伝説が開幕！！アプリに表
示される地図を頼りに店内で宝探しクイズ！！
　全問正解で豪華お宝プレゼント！！参加賞もあ
り！！買い物やデートのワンポイントに、ケータイ片
手にヴィレッジへGO！！
【対象店舗】下北沢、吉祥寺、自由が丘、御茶ノ水、
オンザコーナー

提供中 ○

（株）セガ セガモバ

「セガモバiアプリ」は「Edy」対応のゲーム機を「Edy」
で遊ぶと遊んだ金額に応じてセガモバポイントが加
算されます。貯まったポイントは、情報端末を介して
ICカード内に貯まり、そのポイントで「Edy」対応の
ゲーム機が遊べます。また、アプリ上では「Edy」と
ポイントの残高を確認する事が可能です。
【対応店舗】クラブ セガ 大崎、サミーズレグノ道頓
堀店、セガ スタジアム イオン 与野、セガ アリーナ
蘇我、ムシキングワールドプラス 蘇我店

提供中 ○

FOMA 901iSシリーズ対応　おサイフケータイ対応サービス一覧

提供企業名
サービス提供する

iモードメニュー
サイト名

サービス内容
サービス
開始時期

㈱ジェーシービー

ジャンル

JCBカード

●提供企業名50音順（敬称略、提供予定企業については提供予定時期順）
●各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
●FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
●その他掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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提供企業名
サービス提供する

iモードメニュー
サイト名

サービス内容
サービス
開始時期

ジャンル

（株）セガ
（サミー戎プラザ）

－

　大阪・道頓堀にある「サミー戎プラザ」は「Edy」並
びにおサイフケータイを全館で使用可能な総合エン
タテインメント施設。ケータイだけで大阪名物を食べ
歩いたりショッピングしたり、カラオケで遊んだり。も
ちろんゲームだってできちゃいます！

提供中 ○

全日本空輸（株） ANA全日空

①おサイフケータイを利用した搭乗手続き、国内線
「スマートeサービス」/国際線「eプリチェックイン」
サービスを提供中。
②おサイフケータイでの電子マネー「Edy」の利用で
マイルが貯まる「ケータイ ｄｅ Ｅｄｙ マイル」サービス
を提供中。

提供中 ○

（株）ソニーファイナンス
インターナショナル

－

□ サービス名称 ： 『 eLIO オーダー 』
eLIO（エリオ）カード会員様向けのオリジナルサービ
スです。
おサイフケータイを使って、いつでも手軽に「商品の
ご注文」と「クレジット決済」をスピーディに行えま
す。クレジット決済は非接触ICチップ内の独自情報
を利用するため安心です。
”eLIOオーダー加盟店”にてご利用いただけます。

提供中 ○

（株）第一興商 clubDAM

　「club DAM MEMBERSHIP」サービスの会員カード
と同様の機能を持ったｉアプリを提供しています。カ
ラオケ店舗に設置された専用端末「DAMステーショ
ン」にてMyリストやオンライン採点ランキングなど会
員専用の様々なサービスをお楽しみ頂けます。ま
た、弊社が運営するビッグエコーでは室料、飲食料
金などの清算もEdyで御支払頂けます。

提供済 ○

東宝（株） －

　いつでも、どこでも映画チケットをネット販売サイト
「ｖｉｔ」で簡単購入。対象作品上映時間の20分前まで
OK。映画館ではおサイフケータイを自動発券機に
タッチするだけで楽々チケットゲット！※手数料無
料！
現在、TOHOシネマズ22サイトにて大ヒット絶賛タッ
チ発券中！お近くのTOHOシネマズでスマート発
券。

提供中 ○

●マンションセキュリティサービス
本サービスは、エントランス、共用施設の出入口、
住戸玄関の鍵の施錠・開錠として利用できます。ま
た、第三者に対して合鍵の発行が可能です。外出
先から来訪者の画像やご家族の帰宅確認、宅配
ボックスの着荷確認、その他異常メッセージ等を
メール受信することが可能です。
※対応マンション
【リビオ奥沢　自由通り】売主：新日鉄都市開発
【エアライズタワー】売主：住友商事、東京建物、伊
藤忠都市開発

提供中 ○ ○

●ホテルセキュリティサービス
本サービスは、ホテルのチェックイン、チェックアウ
ト、客室の入退室（鍵の施錠・開錠）、共用施設の入
退室時の「鍵」として利用できます。　また宿泊料金
や館内でのお食事、お買い物、その他施設利用に
伴う料金精算をEdyやクレジットを利用した決済シス
テムを含み「おサイフ」として利用できます。予約か
らチェックイン、お買い物、チェックアウトまでをおサ
イフケータイ一つでシームレスな利用が可能となり
ます。

2005年
10月

○ ○

（株）日本航空
インターナショナル

JAL日本航空

　航空券をチケットレスにてご購入いただき、事前に
webチェックインを行っていただくと、空港ではカウ
ンターに立ち寄ることなく、直接セキュリティゲートに
直行し、おサイフケータイをかざして「タッチ＆ゴー」
で航空機にご搭乗いただけます。
　また、マイルをJAL IC利用クーポンに特典交換
し、おサイフケータイにチャージしておくと、空港の
売店や免税品店、国内のJALホテルズにてお支払
いにご利用いただけます。

提供中 ○ ○ ○ ○

トッパン・フォームズ（株） －

●提供企業名50音順（敬称略、提供予定企業については提供予定時期順）
●各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
●FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
●その他掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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提供企業名
サービス提供する

iモードメニュー
サイト名

サービス内容
サービス
開始時期

ジャンル

日本コカ・コーラ（株） Cmode☆コカ・コーラ

　おサイフケータイでご利用できるCmode対応ベン
ダー（愛称：シーモ2）を使って、キャッシュレス飲料
購入及び利用金額に応じたポイントプログラムを提
供します。

提供中 ○ ○

日本信販（株） NICOS　CARD

　「スマートプラス」は、おサイフケータイ対応のクレ
ジット決済サービス。お手持ちのおサイフケータイに
クレジットカードの情報を登録し、決済端末にかざ
すだけでスピーディな決済やポイントサービス等が
ご利用いただけます。ご好評のUFJ銀行（UFJプラス
店）でのATMキャッシングサービスに加え、７月より
待望のショッピングサービスがご利用いただける予
定です。

提供中
(ショッピングは
2005年7月より)

○ ○

（株）ビックカメラ －

　「ビックポイント機能付きケータイ」サービス全店舗
対応。入会費・年会費無料、即発行。 iモード
FeliCa 対応携帯電話がビックポイントカードとしてご
利用いただけます。※「ビックポイント機能付きケー
タイ」サービス入会時に「ビックポイントカード」も発
行しております。

提供中 ○

ビットワレット（株） 電子マネー「Edy」

　プリペイド型電子マネー・サービス「Edy（エディ）」
は、約20,000店（05年4月1日現在）の加盟店でご
利用いただけます。店頭のEdy端末等でのチャージ
（入金）・お支払いはもちろん、 iモード FeliCa の画
面での残高確認・履歴確認、及びiモードでのチャー
ジ・Mobile Edy（ネットでのお支払い）等ができます。

提供中 ○ ○

（株）マツモトキヨシ ー

　POS連動にてEdy決済を可能といたします。また、
マツモトキヨシ現金ポイントカード機能を iモード
FeliCa 対応携帯電話でも利用可能となります。
　※ｉモードサイト「e！マツモトキヨシ」での提供では
ございません。

提供中 ○ ○

（株）ＵＦＪ銀行 －

　UFJ銀行のATMならおサイフケータイでキャッシン
グが可能！
　おサイフケータイに発行された各種クレジットカー
ドで、キャッシングがご利用いただけます。現在は、
日本信販の”Smartplus”でご利用いただけます。ご
利用可能なATMは、東京・大阪・名古屋のUFJプラ
ス店に設置。対応クレジットカード・対応ATMは随時
拡大いたします。

提供中 ○

（株）ヨドバシカメラ －

　おサイフケータイ版「ヨドバシゴールドポイントカー
ド」、ヨドバシカメラ全店でご入会受付中！ その場で
すぐにご入会、 iモード FeliCa 対応携帯電話がヨド
バシゴールドポイントカードとしてご利用いただけま
す。

提供中 ○

日本ユニカ（株） －

「おサイフケータイでお得にゲーム」
「ユニカクーポン」はおサイフケータイ対応マークの
目印が付いた機種で遊ぶ事が出来ます。
遊んだ金額に応じてポイントが累積加算されます。
貯まったポイントを使って、おサイフケータイ対象機
種でゲームが楽しめます。

【対応店舗】宝島　相模大野店（ 小田急相模大野ス
テーションスクエアＢ館２Ｆ） 本サービスは宝島　相
模大野店内のみ「ユニカクーポン」でサービス提供
いたします。

2005年6月 ○ ○

（株）ワイズマート －

　平成17年6月中に全店、全レジPOS連動での決
済、全店で「Edy」のチャージを可能といたします。ま
た、キャッシュバック機能を持った「ワイズカード」ポ
イントをiモードFelicaに対応させるため現在準備中
です。

2005年6月 ○
○
(予定)

●提供企業名50音順（敬称略、提供予定企業については提供予定時期順）
●各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
●FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
●その他掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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（株）三共システム工房 －

　iモードで高速バスチケットを予約し、クレジットカー
ド決済後、チケットのダウンロードを行います。乗車
時には認証端末にオサイフケータイをかざすだけで
乗車券認証が行えます。

2005年7月 ○

リアライズ・モバイル・
コミュニケーションズ（株）

－

①FUJI ROCK FESTIVAL'05のオフィシャル店舗「岩
盤」の会員証として活用いたします。ポイント機能や
予約券機能として店舗POSと完全連動し、ライブ会
場でも様々なクーポンとしても活用できます。
②決済、会員管理など様々なソリューションを企業
向けに提供予定

2005年7月
（予定）

○ ○

松竹（株） Movieモバイルストア

　movieモバイルストアーの中にある「チケットWeb
松竹」(歌舞伎座等の演劇チケットのインターネット
販売サイト)にて、購入時におサイフケータイもしくは
FeliCa対応クレジットカードによりeLIO決済された場
合、劇場前の切符引取機に携帯もしくはカードをか
ざすだけでチケット発券を行う。尚、おサイフケータ
イを活かした他のサービス導入についても検討中。

2005年8月1日
（予定）

○

（株）UFJカード UFJカード

　おサイフケータイをクレジットカード代わりにし、よ
り利便性の高いクレジットカードサービスを展開い
たします。2005年8月よりUFJ銀行のFeliCa対応
ATMでキャッシング・ローンサービスを開始します。

2005年8月 ○

NEC トクトクポケット

　おサイフケータイで会員証・クーポン・スタンプカー
ド等の仕組みを実現するアプリケーションサービス
を提供します。サークルKサンクス様が本サービス
を利用し、会員向サービス「KARUWAZA　CLUB」を
開始されます。

2005年8月
（予定）

○ ○

伊予鉄道（株） －

　環境問題や交通問題の解決を目指し、地域に暮
らす人々や街を訪れた人にも楽しく手軽に公共交
通を利用して頂くため、おサイフケータイで電車・バ
ス・タクシーの支払いが手軽にできる松山地域オリ
ジナルのサービスを実施。
　電子マネー機能やクレジット機能を利用し地域の
各種総合生活サービスへ展開します。

2005年夏
（予定）

○

（株）ディーシーカード －

　クレジットカード情報を活用したスピーディーな
ショッピング、企業や学校向け身分証明・入退室管
理、キャッシング、ＤＣモバイルサイトを活用したポ
イント交換やローン申込など、様々なサービスを積
極展開いたします。

2005年夏
（予定）

○ ○ ○ ○ ○

タワーレコード（株） TOWER MOBILE

　お客様への更なるサービス向上を目指すべく、 i
モード FeliCa サービスと連動した会員サービスを、
2005年中を目処に全店舗への展開を予定していま
す。

2005年内 ○ ○

ぴあ（株） 電子チケットぴあ
　おサイフケータイを利用し、利便性をより向上させ
た「電子チケット＋電子クーポン」サービスを提供し
ます。

2005年内
（予定）

○

国内信販（株） －
　おサイフケータイにクレジットカード情報を搭載し、
スピーディーなクレジット決済を提供いたします。

2005年度内
（11月以降）
予定

○

東日本旅客鉄道（株） ー

　JR東日本では、「モバイルSuica」サービスの提供
を予定しております。駅の券売機に並ばなくても、ｉ
モードを利用して「いつでもどこでも」イオのチャージ
（入金）や定期券購入ができ、自動改札機の入出場
や、駅構内を中心としたショッピングなどにご利用い
ただけます。

2006年1月
予定

○ ○ ○

●提供企業名50音順（敬称略、提供予定企業については提供予定時期順）
●各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
●FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
●その他掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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サイト名

サービス内容
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開始時期

ジャンル

（株）東京三菱銀行 －

　iモード FeliCa 対応携帯電話を銀行キャッシュ
カードやローンカードとして、ATMで利用できるよう
にし、より便利で安全性の高いサービスを提供しま
す。17年度中にも商用サービスを開始する予定で
す。なお、16年1月から、対応ATMを6台展開し、数
百人のモニター利用者に対して、預金取引・キャッ
シング取引のパイロットサービスを展開しています。

2005年度内 ○

ユーシーカード（株） －

　「おサイフケータイ」を利用してオフィス等の特定エ
リアマーケットで電子マネー機能、入退室（館）管理
機能等を提供します。また、店頭でのクレジットカー
ド決済サービスについても実現に向けて進めてまい
ります。

2005年度内 ○ ○

日本テレビ放送網（株） 日テレ屋WEB

　iモードサイト内「日テレ屋WEB」では、現在「Edy」
で簡単に番組グッズを購入できます。2005年秋頃
から「日テレサポーターズCLUB」の会員証として、
日テレのイベントなどで使用出来るサービスを提供
する予定です。

2005年度
後半
（予定）

○ ○ ○

三井住友カード（株） －

　ＮＴＴドコモによる、おサイフケータイによる新クレ
ジット決済サービスの立上げに協力し、合わせて同
サービスが利用可能な加盟店端末を全国規模で設
置し、小額から高額までカバーする決済サービスを
推進いたします。

2005年度内
（予定）

○ ○ ○

●提供企業名50音順（敬称略、提供予定企業については提供予定時期順）
●各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
●FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
●その他掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。


