2020 年 1 月 17 日
各

位
松浦鉄道株式会社
株式会社ニモカ

nimoca サービス開始のお知らせ
松浦鉄道株式会社と株式会社ニモカは、先般より次期 IC カード「nimoca」(長崎地区愛称
「nagasaki nimoca」)の導入についてお知らせしてまいりましたが、このたび松浦鉄道での
サービス開始日等が決定いたしましたのでお知らせいたします。
詳細は下記のとおりです。
記

１．サービス開始日
2020 年 3 月１日（日）

２．サービス内容
①「nimoca」に入金された電子マネーで松浦鉄道運賃のお支払いができます。
②「nimoca」を含む全国相互利用対象の交通系 IC カード（10 種類）でも松浦鉄道運賃の
お支払いができます。
《ご利用可能な交通系 IC カード》
nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、
manaca、ICOCA、PiTaPa
③ポイントサービスの実施
松浦鉄道運賃のお支払いに nimoca をご利用いただくと、乗車ごとの利用金額に応じて
付与される「固定ポイント」
、当月中のご利用金額に応じて付与される「ボーナスポイ
ント」の各ポイントサービスが受けられます。（1 ポイント＝1 円）
※nagasaki nimoca、めじろん nimoca、でんでん nimoca、ICASnimoca の各カードでも
同サービスが受けられます。
〇固定ポイント･･･ご利用金額の 2％が付与されます。
（例：200 円運賃利用→4 ポイント付与します。）※1 ポイント未満は切り捨て
〇ボーナスポイント･･･当月中に nimoca 導入事業者で利用した運賃の累計額に応じて、
所定のボーナスポイントが付与されます。
（当月は暦日とし、毎月 1 日から月末までです。）
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※当月利用金額が 10,000 円を超えた場合は、再度 50 ポイントからの始まりとなり、
以降も同様に繰り返します。
例：当月利用累計額 10,000 円の場合 → 計 950 ポイント（付与率 9.5％）
【内訳】
固定ポイント 2％･･･10,000 円×2％ ＝ 200 ポイント ※）
ボーナスポイント･･･50＋100＋150＋200＋250＝ ７５０ポイント
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※）固定ポイントは各ご利用時に端数処理が発生するため、上記計算例は理論上の最大値と
なります。
貯まった nimoca ポイントは、nimoca 電子マネーに交換して、交通機関や商業施設での
お買い物のお支払いにご利用いただけます。
・nimoca 電子マネーへの交換は、松浦鉄道の各営業所窓口でできます。
・貯まっている上記カードポイント（固定ポイント・ボーナスポイント）は、車内で現金チャ
ージをすると自動的に電子マネーに交換されます。
・ポイントの有効期間はポイント付与日の翌年 12 月末までです。
（最長 2 年）

３．nimoca の特長
①nimoca の種類
■nimoca
・各窓口で購入できます。
・会員登録不要です。
■スターnimoca

（氏名・住所等の個人情報をご登録）

・各窓口で所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、会員登録（無料）することで
購入できます。
・カードをなくした時に再発行が可能です。
・カードのご利用履歴を Web 上で確認することができます。（別途利用手続き必要）
※nimoca 購入後、後日、各窓口に nimoca をご持参いただき、同手続を行うことで
スターnimoca に変更することも可能です。
■クレジット nimoca

（クレジットカード機能との一体型）

・各クレジット会社、銀行へお申込みいただきます。
※提携カードの種類は nimoca ホームページをご覧ください。
・カードをなくした時に再発行が可能です。
・カードのご利用履歴を Web 上で確認することができます。（別途利用手続き必要）
・オートチャージ、クイックチャージのご利用が可能です。
★オートチャージとは…
nimoca 導入事業者のバス・鉄道のご利用時に、カードの電子マネー残額が一定額以下
の場合、車載機や自動改札機にタッチするだけで、自動的にクレジット決済でチャージ
（入金）されるクレジット nimoca 限定のサービスです。
★クイックチャージとは…
nimoca ポイント交換機を使い、クレジット決済でクレジット nimoca にチャージ
（入金）できるサービスです。
②電子マネーとしてご利用可能
交通運賃のお支払いだけでなく、全国相互利用交通系 IC カード（上記 2.②参照）がご利用
いただける主要コンビニエンスストア、飲食店、ドラッグストア、駐車場など他多数の商業
施設等でのお支払いにもご利用いただけます。
③コンビニ等でもチャージ（積増）が可能
各交通機関の車内、営業所等の関係施設はもちろんのこと、主要コンビニエンスストア
でもチャージできます。

４．nagasaki nimoca の販売概要
①販売額

2,000 円（利用可能額 1,500 円、デポジット 500 円）
※デポジット 500 円は、カード返却時にお返しします。

②販売場所

各有人駅 及び 車内

（有田、伊万里、松浦※、たびら平戸口、佐々、佐世保中央、佐世保）
※まつうら観光物産協会様委託駅

５．長崎スマートカードの今後の取り扱い
松浦鉄道では下記のような流れとなります。
２０２０年２月２９日にて新規発売と積増（窓口・車内）の終了
３月

１日より手数料なしでの払戻し受付開始。弊社７有人駅にて

有人７駅…有田、伊万里、松浦(まつうら観光物産協会様委託駅)、たびら平戸口
佐々、佐世保中央、佐世保)

５月３１日にて松浦鉄道での利用終了。
※ ２０２５年 夏頃に払戻し終了。
※ 3/1～5/31 は nimoca とスマートカードが両方使える併用期間となります。
※ スマートカードの払戻し計算は、カード残高を「１１分の１０」に割戻した額での
払戻しとなるため、５月３１日までにできるだけ残高を使い切って頂くことをおす
すめいたします。
（積増時のプレミアと利用ポイントは払戻しの対象外です。）
※ 定期券も３/１以降は nimoca での新規および継続発売となります。

６．「nagasaki nimoca」を導入する他社局について
このお知らせは松浦鉄道の nimoca サービス開始等に関するお知らせです。
松浦鉄道以外の「nagasaki nimoca」導入各社局に関するお問い合わせは、長崎県
バス協会へお尋ねください。
長崎県バス協会 TEL:095-822-9018

《本件に関するお問い合わせ先》
松浦鉄道株式会社 駅務課（松浦鉄道㈱佐世保駅）TEL：0956-25-2229
nimoca コールセンター

TEL：0570-092-111
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