2022 年 ９ 月 １ 日
ＪＲ九州バス株式会社
株 式 会 社 ニ モ カ

嬉野線「nimoca」サービス開始について
ＪＲ九州バス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：森部 毅）と株式会社ニモカ（本
社：福岡県福岡市、代表取締役社長 田端 敦）は、バスご利用のお客さまの利便性向上・キャッシュレ
ス化の促進を目的として、ＪＲ九州バスが運行する嬉野線において、株式会社ニモカが発行する交通系
ＩＣカード「nimoca」のサービスを 2022 年９月 20 日（火）から開始いたします。
今回のサービス開始により、嬉野線において、nimoca をはじめ「SUGOCA」等の全国相互利用サービス
対象の交通系ＩＣカードもご利用いただけるようになり、お客さまの利便性が一層高まります。

１

サービス開始日
2022 年９月 20 日（火）

２

導入路線
嬉野線（武雄～嬉野～彼杵）
・牛の岳線

３

サービス内容
① バス車内のＩＣ読み取り機に「nimoca」をタッチすることで、
「nimoca」に入金された電子マネー
から運賃のお支払いができます。
② 「nimoca」を含む全国相互利用交通系ＩＣカード（10 種類）でも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
※詳細は【別紙１】参照
※ 定期券サービスはご利用いただけません。

４

「nimoca」の概要
① 発売額 2,000 円（電子マネー 1,500 円＋デポジット 500 円）
※ デポジットとはＩＣカード発行時にお預かりするお金で、ＩＣカード返却時にお客さまへお返
しいたします。
② 「nimoca」の種類
カードの種類
nimoca

内 容
・バス車内・取扱窓口（嬉野支店など）で購入いただけます。

（無記名式）

・会員登録は不要で、有効期限はありません。

スターnimoca

・
「nimoca」取扱 窓口で会員登録（無料）が必要です。

（記名式）

・カード紛失時に再発行が可能です。
（手続きに数日かかります。また手数料が必要です 。）
・対象 nimoca 加盟店でのお買い物でポイントが貯まります。

クレジット nimoca

・各クレジット会社・ 金融機関にて申込みとなります。
・オートチャージ（※１）
、クイックチャージ（※２）が可能です。
・カード紛失時に再発行が可能です。
（手続きに数日かかります。また手数料が必要です。）
・対象 nimoca 加盟店でのお買い物でポイントが貯まります。

小児用カード

・
「nimoca」取扱窓口で申込みが必要です 。
・ご利用時、 自動的に小児運賃で精算ができます。

障がい者用カード

・
「nimoca」取扱窓口で申込みが必要です 。
・
「nimoca」エリア（※３）でのみご利用いただけます。
・自動的に割引運賃で精算ができます。

※１ オートチャージ；カードの電子マネーが一定額以下の場合、バス降車時にＩＣ読み取り機
へタッチした際に自動的にクレジット決済にて設定金額分を「クレジッ
ト nimoca」にチャージする機能。
※２ クイックチャージ；ポイント交換機を使って、クレジット決済にて「クレジット nimoca」
にチャージする機能。
※３ 「nimoca」エリア；
【別紙２】参照
③ 電子マネーとしてご利用可能
バス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（PiTaPa を除く）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。
④ 電子マネーのチャージ（入金）
1,000 円単位で最大 20,000 円までのチャージ（入金）ができます。
嬉野線のバス車内はもちろん、
「nimoca」取扱窓口やコンビニエンスストア、セブン銀行ＡＴＭ
等でチャージすることができます。
※ チャージ残高が 10,000 円を超えている場合はバス車内でのチャージはできません。
５

販売箇所（ＪＲ九州バス）
；嬉野線バス車内、嬉野支店窓口
バス車内では「nimoca」
（無記名式）のみ販売しております。
スターnimoca（記名式）
・小児用・障がい者用をご希望の方は嬉野支店窓口までお越しください。

６

サービス開始におけるキャンペーンについて
① ラッピングバス導入
嬉野線サービス開始を記念して、オリジナルフェレットを使った、ラッピングバスを２台運行い
たします。

② 地元特産品プレゼントキャンペーン
期間中、キャンペーンに応募し、nimoca で嬉野線をご利用いただいた方を対象に、抽選で 200 名
さまに地元特産品をプレゼントします。
【期間】2022 年９月 20 日(火)～11 月 30 日(水)
【対象者】上記期間中にキャンペーンに応募し、嬉野線をご利用いただいた方
【応募方法】JR 九州バスまたは nimoca ホームページ掲載の応募フォームより必要事項を入力し送
信
【プレゼント】抽選で 200 名さまに佐賀県特産品をプレゼント

佐賀県特産品
嬉野市特産品
武雄市特産品
東彼杵町特産品

７

商品

当選者数

佐賀牛 500ｇ（しゃぶしゃぶ用）

10 名さま

【嬉野観光ホテル大正屋】大正屋グループ商品券（5,000 円分）

10 名さま

【末廣屋菓子舗】ひき茶ふりあん（10 個入り）

50 名さま

【宮地ハム】詰め合わせ（ソーセージ＆ハム＆焼豚）

20 名さま

【武雄市】武雄市お泊りクーポン（5,000 円分）

10 名さま

【西海園】さえみどり２本・極豊ティーバッグセット

50 名さま

【長崎心泉堂】五三焼カステラ 0.6 号(10 切カット)

50 名さま

共通回数券の発売終了について
ＩＣカード導入に伴い、嬉野線で発売している共通回数券の発売を、2022 年９月 30 日（金）をも
って終了いたします。

【ＪＲ九州バス㈱に関するお問合わせ】
ＪＲ九州バス㈱ 企画運輸部（吉住、立山）TEL:092-642-8121 ９：00～18：00（平日のみ）
【nimoca に関するお問い合わせ】
nimoca コールセンター TEL：0570-092-111 ８：00～20：00（年中無休）

【別紙１】全国相互利用サービスの交通系ＩＣカード

・
「nimoca」

（株式会社ニモカ）

・
「SUGOCA」

（九州旅客鉄道株式会社）

・
「はやかけん」
（福岡市交通局）
・
「Kitaca」

（北海道旅客鉄道株式会社）

・
「Suica」

（東日本旅客鉄道株式会社）

・
「PASMO」

（株式会社パスモ）

・
「TOICA」

（東海旅客鉄道株式会社）

・
「manaca」

（株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー）

・「ICOCA」

（西日本旅客鉄道株式会社）

・「PiTaPa」

（株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ）
※（ ）内は、交通系ＩＣカードの発行会社です。

【別紙２】交通系ＩＣカード「nimoca」

（カード券面）

・累計発行枚数

（ブランドロゴ）

486 万枚 （2022 年７月末現在）

・導入事業者 … 以下の事業者が運行するエリアを nimoca エリアと呼びます。
福岡県

西日本鉄道バス及び西鉄グループバス、西鉄電車
ＪＲ九州バス（嬉野線も含む）
筑豊電気鉄道
北九州市交通局

佐賀県

西鉄バス佐賀
昭和バス（福岡地区も含む）
佐賀市交通局
祐徳自動車

大分県

大分交通
大分バス
亀の井バス
日田バス

熊本県

熊本市交通局

宮崎県

宮崎交通

長崎県

松浦鉄道
長崎電気軌道
長崎県交通局・長崎県央バス
西肥自動車
させぼバス

福岡県～長崎県

九州急行バス

山口県

サンデン交通

北海道函館市

函館バス
函館市企業局

