
 

平成 27 年 9 月 17 日 

 

宮崎交通株式会社 

株式会社ニモカ 

 

    「宮交バスカ」から「nimoca（ニモカ）」へ 

   「nimoca」のサービス開始について 
 
 

このたび、宮崎交通株式会社および株式会社ニモカでは、宮崎県内を運行する路線バス全線にお

いて IC カード「nimoca（ニモカ）」のサービスを平成 27 年 11 月 14 日（土）から開始いたします。 

「nimoca」は、平成 25 年 3 月に始まった全国相互利用サービスに対応した交通系 IC カードで、

同サービスの対象となる全国の鉄道、バスでご利用いただけるほか、他エリアの交通系 IC カード

「SUGOCA」「Suica」等も、宮崎交通の路線バスでご利用いただけます。 

さらに、電子マネーとして決済端末が設置されている商業施設での決済も可能で、ポイント施策

による交通事業と商業施設の連携など、これまで以上に地域活性化に貢献できるカードです。 

 

 

1. サービス開始日 

平成 27年 11 月 14 日（土） バスでの取扱い 「始発便より」 

    窓口での取扱い 「各店の営業時間より」 

 

 

2. 導入エリア 

宮崎交通が運行する一般路線バス全線（395 系統・352 台） 

 

 

 

 



3. 主なサービスの比較 

 nimoca は、宮崎交通のバス以外にも、全国の主要な鉄道や路線バス、また、決済端末の設置

された商業施設でご利用いただけます。 

また、宮崎交通は全国相互利用サービスエリアのため、対象の交通系 IC カードもご利用いた

だけます。 

 

 ご利用いただける交通系 IC カード 

nimoca、はやかけん、SUGOCA、Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA 

※PiTaPa は商業施設等でのお買いものではご利用できません。 

 

 

 

4. nimoca カードの種類と機能 

 

 

  

    

  

  

  

  

 【現 行】 

宮交バスカ 

【11 月 14 日（土）以降】 

nimoca 

宮崎交通のバス利用 ○ ○ 

他社バス・鉄道の利用 × ○ 

nimoca 以外の相互利用カードでの 

宮崎交通のバス利用 
× ○ 

ポイント付与 
○ 

（利用運賃の 3%） 

○ 

（キャンペーン等で付与） 

商業施設等での利用 × ○ 

初回販売額（デポジット 500 円含む） 3,000 円 2,000 円 

スターnimoca nimoca 

 

 

・バス車内、nimoca 取扱い窓口にてご購入 

いただけます。 

・nimoca 交通事業者のバス・西鉄電車等のご

利用でポイントがたまります。 

※宮崎交通では、キャンペーン等により 

ポイントを付与いたします。 

・nimoca 取扱窓口にてご購入いただけます。 

（会員登録（無料）が必要となります） 

・nimoca 交通事業者のバス・西鉄電車等のご利用

の他、お買いものでもポイントがたまります。 

※宮崎交通では、キャンペーン等により 

ポイントを付与いたします。 

・紛失時の再発行ができます（手数料が必要です） 



 
5. nimoca カード取り扱い窓口 

・バス車内（無記名式 nimoca のみの取り扱いとなります） 

・宮崎交通 nimoca 取り扱い窓口（窓口により一部取り扱い内容が異なります） 

地域 窓口名称 地域 窓口名称 

宮崎市 宮崎駅バスセンター 日南市 日南支店 

宮交シティバスセンター 小林市 

 

小林バスセンター 

橘通支店 小林支店 

県庁支店 日向市 日向支店 

花ヶ島支店 西都市 西都バスセンター 

宮崎空港バス案内所 国富町 国富バスセンター 

都城市 

 

西都城バスセンター 高鍋町 高鍋支店 

都城支店 高千穂町 高千穂支店 

延岡市 延岡バスセンター   

 

 

6. 《枚数限定》オリジナルデザインカード「みやこう nimoca」の発売 

nimoca 導入を記念して、宮崎交通のオリジナルデザインカードを 10,000 枚限定で発売

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売額】 2,000 円（デポジット 500 円含む） 

【販売枚数】 10,000 枚 

【発売日】 平成 27年 11 月 14 日 

【発売場所】 上記 nimoca 取り扱い窓口（バス車内のぞく） 

【デザイン】 中森 亜紀 氏（延岡市出身のグラフィックデザイナー） 

  宮崎のシンボルを散りばめ、誰もが思い描く宮崎をイメージ 

 

※おひとり様 5枚までの販売とさせていただきます。 

 

 

 

 

 



 

7. 宮交バスカの取り扱い 

・宮交バスカの乗車ポイント付与は、平成 27年 11 月 13 日をもって終了いたします。 

・宮交バスカのご利用は、平成 28年 3月 31 日をもって終了いたします。 

・宮交バスカの払い戻しは、平成 38 年 3月 31 日まで対応いたします。 

・平成 27年 11 月 14 日から平成 28年 3月 31 日までは nimoca と宮交バスカの併用期間となります。 

併用期間はバス車内にそれぞれのカードの読み取り機（乗車・降車時にカードをタッチする機器）

が設置されますので、ご利用の際はお間違いのないようにお願いいたします。 

・宮交バスカをご利用のお客さまで、引き続き IC カードでバスをご利用になるお客様は、nimoca

への切り替えが必要となります。 

 

 27 年 11 月 28 年 3 月 4 月 

 

nimoca 

 

 

   

 

宮交バスカ 

 

 

 

 

  

 

 

8. 宮交バスカから nimoca への切り替え 

上記バス商品取り扱い窓口で、平成 27年 11 月 14 日以降、切り替えをお願いいたします。 

切り替えの手数料は不要です。 

券種 切り替えのタイミング 

宮交バスカ回数券 11 月 14 日以降、随時 

通勤・通学定期券 11 月 14 日以降、最初の更新時（通用期間終了の 10 日前から） 

悠々パス 11 月 14 日以降、最初の更新時（通用期間終了の 10 日前から） 

宮崎市敬老バスカ 12 月 1 日以降、随時（詳細をホルダーに個別に案内） 

 

 

9. お客様のお問い合わせ先 

内容 問い合わせ先 電話番号 営業時間 

バスに関すること 宮崎交通 

お客様バス案内センター 

0985-32-0718 9:00～18:00（平日のみ） 

nimoca 全般に 

関すること 

nimoca コールセンター 0570-092-111 

092-303-7000 

8:00～20:00（年中無休） 

 

以上 

11/14サービス開始 

3/31サービス終了 

11/13乗車ポイント付与終了 

併用・切り替え期間 


