
 
 

平成 20 年 5 月 13 日 

 

 
バスでも電車でもお買い物でも。ポイントたまってとってもオトク！ 

         お買い物ポイントについて  

 
 
 
 

 
西日本鉄道株式会社では、5 月 18 日よりサービスを開始する IC カード『          （ニモカ）』

について、各商業加盟店が付与するお買い物ポイントの内容をとりまとめましたのでお知らせい

たします。 
 

 

記 
 

1. お買い物ポイントの概要   

 （1） ポイントの対象となるカード 

 会員登録が必要な「スターnimoca」と「クレジット nimoca」がポイントの対象となります。 

 ※会員登録の必要がない「nimoca」はポイントの対象外となります。 
 
 （2） ポイントの対象となるお支払方法 

  電子マネーのほか、現金やクレジットによるお支払いでもポイントがつきます。 

 ※加盟店によっては、ポイントの対象外となる商品やお支払方法もあります。 
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2.各加盟店のポイント付与率 

各加盟店ポイント付与率一覧（全 525 店舗） 

 加盟店 店舗数 ポイント付与率 備考 

百貨店 岩田屋本店 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

 

 大丸 福岡天神店・福岡空港店 2 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

 

 三越福岡店 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

 

専門店ビル ソラリアプラザ 128 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
5 月 18 日（日）～31 日（土）まで 

ポイント 5 倍キャンペーンを実施 

 ソラリアステージ専門店街 49 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
毎月 15 日はポイント 5 倍デー 

 

 天神コア 133 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
5 月 18 日（日）～31 日（土）まで 

ポイント 5 倍キャンペーンを実施 

 大橋西鉄名店街 40 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
毎月 1 回、ポイント 5 倍デー 

（5 月は、5 月 19 日（月）） 

 エマックス・クルメ 41 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
毎月 5 日はポイント 5 倍デー 

 

紳士服 フタタ 15 100 円（税抜）につき 1 ポイント  

  フタタ 久留米本店   

  フタタ 福岡天神本店   

  フタタ 大野城店   

  フタタ 大橋店   

  フタタ 久留米合川店   

  フタタ 柳川店   

  フタタ 博多駅前店   

  フタタ 大佐野店   

  フタタ 大牟田北店   

  フタタ シュロアモール筑紫野店   

  スーツセレクト天神   

  スーツセレクト 21 天神フタタビル店   

  スーツセレクト博多   

  スーツセレクト 21 天神明治通り店   

  O・S・V フタタ博多駅前店   

スーパー にしてつストア 8 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  レガネット天神   

  レガネット東那珂   

  にしてつストア 薬院店   

  にしてつストア 高宮店   

  にしてつストア 大橋店   

  にしてつストア 朝倉街道店   

  にしてつストア 太宰府店   

  にしてつストア 久留米タミー店   

ドラッグ 大賀薬局 46 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  大賀薬局 福ビル店（調剤）   

  大賀薬局 北天神店（調剤）   

  大賀薬局 那珂川店（調剤）   

  大賀薬局 西新店   

  大賀薬局 呉服町店   

  大賀薬局 宇美調剤店   

  大賀薬局 博多駅前店   

  大賀薬局 天神ビル店   

  大賀薬局 老司店   

  大賀薬局 弥生が丘店   

  大賀薬局 太宰府店   

  大賀薬局 国分店   

  大賀薬局 福ビル店   

  大賀薬局 天神地下街店   

  大賀薬局 けやき通り店   

  大賀薬局 交通センター店   

  大賀薬局 渡辺通り１丁目店   
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 加盟店 店舗数 ポイント付与率 備考 

（続）ドラッグ  木馬館＆ＯＨＧＡ Ｐｈａｒｍａｃｙ 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  大賀薬局 店屋町店   

  大賀薬局 香椎店   

  大賀薬局 野間店   

  大賀薬局 大学前店   

  大賀薬局 吉塚東口店   

  大賀薬局 薬院大通店   

  大賀薬局 北天神店   

  大賀薬局 花畑店   

  大賀薬局 福岡空港店   

  大賀薬局 平尾店   

  大賀薬局 浜の町店   

  大賀薬局 二日市店   

  大賀薬局 橋本店   

  大賀薬局 宇美店   

  大賀薬局 白水店   

  大賀薬局 那珂川店   

  大賀薬局 南那珂店   

  大賀薬局 志免店   

  大賀薬局 博多駅南店   

  大賀薬局 五条店   

  大賀薬局 須恵店   

  大賀薬局 野芥店   

  大賀薬局 仲原店   

  大賀薬局 庄内店   

  大賀薬局 長尾店   

  大賀薬局 和白店   

  大賀薬局 井尻店   

  大賀薬局 前原店   

売店 駅・バスセンター売店 15 －  

  福岡（天神）駅売店（1 号）   

  福岡（天神）駅売店（2 号）   

  福岡（天神）駅売店（3 号）   

  薬院駅売店   

  平尾駅売店   

  高宮駅売店   

  大橋駅売店   

  二日市駅西口売店   

  小郡駅売店   

  NPSmile 久留米店   

  柳川駅店   

  NPSmile 天神バスセンター店   

  久留米バスセンター店   

  ターミナルショップ（福岡（天神）駅） 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  タミーショップ（薬院駅）   

雑貨 雑貨館インキューブ 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

 プラットインキューブ 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

ホテル 西鉄グランドホテル 1 100 円（税抜）につき 1 ポイント  

 ソラリア西鉄ホテル 1 100 円（税抜）につき 1 ポイント  

 西鉄イン 9 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  西鉄イン天神   

  西鉄イン小倉   

  西鉄イン心斎橋   

  西鉄イン黒崎   

  西鉄リゾートイン別府   

  西鉄イン日本橋   

  西鉄イン新宿   

  西鉄イン博多   
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 加盟店 店舗数 ポイント付与率 備考 

（続）ホテル  西鉄イン福岡 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

シネマ ソラリアシネマ 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

レジャー マリエラ（チケット発売窓口） 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

飲食 アペティートカフェ 3 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  アペティートカフェ福ビル店   

  アペティートカフェメトロ店   

  アペティートカフェ博多駅マイング店   

 ドトールコーヒーショップ 2 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  ドトールコーヒーショップ西鉄福岡駅店   

  ドトールコーヒーショップ西鉄薬院駅店   

 ガトー風月 2   

  ガトー風月 福岡ビル店 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  ガトー風月 天神ターミナルショップ －  

 バンテルン 2 －  

 バンテルン 天神ターミナルショップ   

 

 

バンテルン 西鉄久留米駅店   

 天神ダイニング じゃんくう 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

 天神一丁目 炙り処きどりや 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

 ぎおん亭 交通センター店 1 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

 やりうどん 3 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  やりうどん 福岡店   

  やりうどん 久留米店   

  やりうどん 二日市店   

 カフェティ 4 200 円（税抜）につき 1 ポイント  

  カフェティ 福岡店   

  カフェティ バスセンター店   

  カフェティ 二日市店   

  カフェティ 久留米店   

旅行 西鉄旅行 8 200 円（税抜）につき 1 ポイント 
 

  西鉄旅行 天神支店   

  トラベル・イオ   

  西鉄旅行 福岡航空センター   

  西鉄旅行 福岡三越トラベル   

  西鉄旅行 二日市旅行センター   

  西鉄旅行 久留米旅行センター   

  西鉄旅行 愛恵会旅行センター   

  西鉄旅行 ありあけ支店   

コンビニ ローソン 4 －  

  ローソン 西鉄福岡天神駅店   

  ローソン スマイル天神店   

  ローソン 地行三丁目店   

  ローソンプラス 山王店   

合計   525   

 


