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JALグループ（グループCEO：西松 遙、以下JAL）と西鉄グループ（グループ代表：竹島 和幸、以下西

鉄）は、提携カード「JMBnimoca」の募集を 2009 年 4月 27 日（月）より開始いたします。 
 
「JMBnimoca」は、JAL のマイレージプログラム「JAL マイレージバンク」(以下、JMB)と、西鉄 IC カード

「nimoca」にクレジットがついた「クレジットnimoca」が1枚になった多機能カードです。航空機の利用、日々の

バス・電車での移動、お買い物が一つのカードで可能となり、「空」と「日常生活」の様々なシーンでマイルや

ポイントがたまります。 

また、JAL マイレージバンクのマイルと nimoca ポイントの相互交換が可能となります。 
 
「JMBnimoca」の募集開始にあたり、入会促進キャンペーンなど様々なプロモーションを行ってまいります。

①カード入会者にもれなく JAL500 マイルと nimoca500 ポイントをプレゼント、②抽選で JAL 国内往復航空

券や nimoca10,000 ポイントをプレゼント、さらに、③カードの提示で西鉄グループの各施設や JAL リゾート

シーホークホテル福岡の割引特典など、お得で魅力いっぱいのプロモーション内容となっています。 

詳細につきましては、下記の通りです。 

 

記 

 

１．募集開始日 

2009 年 4月 27 日（月）  

 

 

  ※定期券の搭載が可能です。 

２．入会申込み受付 

①「JMBnimoca」入会カウンターにおける入会受付（2009.4.27 から 2009.5.31 まで） 

ソラリアプラザ 2F 福岡市中央区天神 4.27～5.31 11:00～19:00 

ソラリアステージ B2F 福岡市中央区天神 4.27～5.6 11:00～19:00 

天神コア B2F 福岡市中央区天神 5.7～5.31 11:00～19:00 

②入会申込書（※1）による郵送受付 

（※1）西鉄主要駅、バスセンター、総合カウンター、定期券発売所、主要加盟店に配置します。 

 nimoca ホームページ（www.nimoca.jp）から、お取り寄せ（郵送）が可能です。 
   （上記ＵＲＬより株式会社ＦＦＧカードのホームページへ遷移の上、資料請求手続きを承ります。） 

空にも、バス・電車にも、お買い物にも。 

JAL と西鉄の提携カード「JMBnimoca」の募集を開始します 

 



３．「JMBnimoca」入会キャンペーン 

キャンペーン期間中に「JMBnimoca」にご入会の方を対象に「飛びっきり nimoca キャンペーン」を展開 

いたします。 

 

期間： 2009 年 4月 27 日（月）～2009 年 10 月 31 日（土） 入会申込書必着 

 

① 入会特典  期間中、入会された方にもれなく nimoca500 ポイント＋JAL500 マイルをプレゼント 

② 抽選で当たる  期間中、入会された方から抽選で、以下の賞品が当たります。 

○JAL 国内線往復航空券（福岡・北九州空港発） 毎月 10 名様  

○nimoca10,000 ポイント 毎月 10 名様 

○JAL リゾートシーホークホテル福岡ご宿泊券（スタンダードツインルーム朝食付） 毎月１名様 

○nimoca オリジナルマグカップ 毎月 10名様 

            ＊入会された方とは、クレジット会社の審査を通過しカードが発行された方です。 
 

４．「JMBnimoca」カード特典キャンペーン 

 「JMBnimoca」カードの特典として、期間中カードをご提示頂くだけで、以下の割引特典がご利用頂けます。

今後もさらに両社の強みを活かし、お得で多彩な特典をご用意してまいります。 

 

特典１ 西鉄グループ利用割引特典                     （2009.9.30 ご利用分まで）  

西鉄グループ各社のホテル、飲食、レジャー施設等の割引特典がご利用頂けます（別紙参照） 

 

特典２ JAL リゾートシーホークホテル福岡 ソトコトクラブ入場料半額  （2009.12.31 ご利用分まで） 

JAL リゾートシーホークホテル福岡 ソトコトクラブ（リラクゼーションエリア、室内・屋外プール、

ジャグジーなど）の入場料をご優待（通常 3,150 円を 1,575 円）いたします。 

 

特典３ JAL リゾートシーホークホテル福岡 スイートルーム半額     （2009.10.31 ご宿泊分まで） 

JAL リゾートシーホークホテル福岡 スイートルームを 50％割引 

＊1日 10 室 平日限定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (参考１)  JMBnimoca の概要 

名称 JMBnimoca 

年会費 永年無料 

クレジット 国際ブランド VISA 

発行会社 ㈱FFG カード （ふくおかフィナンシャルグループのクレジット事業会社） 

JMB 機能 

 

 

■マイルをためる、つかう 

➣JAL グループ便、ｏｎｅｗｏｒｌｄ等の提携航空会社のご利用でマイルがたまりま

す。ためたマイルは無料航空券やアップグレードなどの魅力ある特典に交換で

きます。 

 ➣JMBマイルパートナー、JALホテルズをはじめとする世界各地12,000軒以上

のホテル、レストラン、カラオケ等の日常生活でカードを提示することでマイル

がたまります。 

■JAL IC サービス 

➣JAL タッチ＆ゴーサービス 

事前にパソコン・携帯からチェックイン！空港でカウンタ－に寄らずに保安検

査場に直行できる簡単・便利なサービスです。 

➣JAL IC 利用クーポン 

マイルから交換してカードにチャージしておくと、空港や JAL ホテルズ、JAL カ

ウンターでのお支払いにご利用いただけます。 

nimoca機能 

 

 

 

 

 

 

■IC 乗車券（定期券を含む） 

IC 乗車券としてバス・電車にご利用いただけます。定期券も搭載できます。 

■電子マネー 

電子マネーとして nimoca 加盟店でのお支払いにご利用いただけます。 

■クレジット 

クレジットカードとしてご利用できます。また、ご希望のかたは、カード残額が一定

額以下の際に自動的に積み増しするオートチャージをご利用いただけます。 

■ポイント 

バス・電車のご利用および nimoca 加盟店でのお買い物でポイントがたまりま

す。さらに、クレジット利用でもポイントがたまります。 

主な機能 

nimoca ポイ

ントと JAL の

マ イル との

相互交換 

 

 

 

 

 

■ポイントとマイルの交換サービス 

➣JAL のマイルから nimoca ポイントへの交換 

JALホームページから、10,000マイルを10,000nimocaポイントに交換できま

す。 

  ＊交換の単位は 10,000 マイルで、年（4月から翌 3月）に 2回、20,000 マイ

ルまでとなります。 

➣nimoca ポイントから JAL のマイルへの交換 

nimoca ポイント交換機にて、2 nimoca ポイント（※）を 1 マイルに交換できま 

す。交換は 2 ポイント単位です。  

＊nimoca センターポイントがマイル交換の対象 

（バス、電車利用で貯まるカードポイントは交換の対象外） 

 

 

 



 

ご利用イメージ図 

‣  空にも、バス・電車にも、お買い物にも使える。 

‣  空と日常生活の様々なシーンで、マイルと nimoca ポイントがたまる。 

‣  マイルと nimoca ポイントが相互に交換できる。 

 

 

（参考 2） JAL マイレージバンクの概要 

サービス名称 JAL マイレージバンク（JMB） 

運営主体 株式会社 日本航空インターナショナル  

登録会員数 約 2201 万人（2009 年 3 月末現在） 

サービス内容 JAL グループの国内線・国際線・提携航空会社でのご搭乗、多様な提携企業のご利用でためた

マイルを無料航空券などの魅力ある特典に交換できる、日本最大の登録会員数をもつマイレー

ジプログラムです。 

 （参考 3） nimoca の概要 

カード名称 nimoca 

運営主体 株式会社ニモカ 

サービス開始 2008 年 5 月 18 日 

発行枚数 約 24 万枚    （2009 年 4 月 13 日現在） 

nimoca 利用可能エリア ○バス    福岡地区の一般路線バス（全車両） 

        北九州地区の一般路線バス（一部車両） 

        高速バス（福岡～小倉線など） 

○電車    西鉄天神大牟田線の全 61 駅（太宰府線、甘木線を含む） 

○商業加盟店 730 店舗                             （2009 年 4 月 13 日現在）

サービス内容 福岡県内を中心として地域にお住まいの皆様の様々な生活シーンで利用できる大変便利な地

域カードです。IC 乗車券としてバス・電車で利用でき、電子マネーとして地域の加盟店でお買い

物にご利用いただけます。さらに、日本初のバス・電車利用とお買い物の共通ポイントサービス

をご提供しています。 

 
 
 
 
 

JJAALLママイイルル  nniimmooccaaポポイインントト  

フフラライイトト、、ホホテテルル、、ママイイルルパパーートトナナーー  ババスス、、電電車車、、おお買買いい物物  

相相互互交交換換  



【別紙】西鉄グループ利用割引特典 H21.4現在

宿泊 西鉄グランドホテル 15％割引

ソラリア西鉄ホテル

ホ 九重西鉄ホテル｢花山酔｣ 10％割引（一泊朝食付料金）

西鉄イン ・500円割引（天神・博多・福岡・黒崎・小倉・日本橋・新宿）

・300円割引（別府）

テ ・700円割引（心斎橋・高知）

婚礼 西鉄グランドホテル 料理、飲料の5％～10％割引

ソラリア西鉄ホテル

ル レストラン・バー 西鉄グランドホテル 10％割引（直営店のみ）

ソラリア西鉄ホテル

ＢＬＯＳＳＯ（ブロッソ） 10％割引

（西鉄イン福岡１３Ｆ）

西鉄プラザ ぎおん亭 10％割引

飲 グランシェフ 10％割引

食 きどりや 5％割引（現金払いのみ。ランチを除く）

じゃんくう 5％割引（現金払いのみ）

福岡スポーツセンター ソラリアスポーツ ビジター利用料金　3,150円→2,100円

ソラリアシネマ 封切300円引、再映100円引

西鉄興業 西新ﾊﾟﾚｽボウル 一般料金より50円引（団体は団体料金）

西新ゴルフセンター 打ち放題一般料金より100円引き（平日のみ）

レ ゴルフウェスポ 会員扱い（ショートコース回り放題のみ）

※平日　　2,600円→2,000円

ジ ※土祝日　3,200円→3,000円

マリンワールド 【入館料】

ｬ 海の中道 大人-2,100円→1,900円　小学生-800円→700円

中学生-1,150円→1,050円　4歳～小学生未満-550円→450円

｜ ※本人+同伴者4名（計5名）まで割引

かしいかえんｼﾙﾊﾞﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝ 【入園料】団体料金適用（本人のみ）

だざいふ遊園地 【入園料】100円引（大人、小児とも）※本人を含めて3名まで

マリエラ 乗船コース5％割引

※本人を含む4名まで。4,000円以上のコース

※チャーター扱い、特別キャンペーン商品を除く

筑豊電気鉄道 リフォーム 3％割引（住宅リフォーム工事）

※北九州市及び中間市近郊に限る

西鉄不動産 リフォーム 3％割引（住宅リフォーム工事）

※但し、特価品を除く

城南、三国が丘、平尾、大野城の各店

す 仲介センター 正規手数料の3％割引

（JMBnimoca会員が売主もしくは買主）

ま 大手門、博多、西新、大橋、城南、香椎、姪浜、

大野城駅前、二日市、小倉、久留米の各店

い 西鉄建設 ハウジング部 注文住宅新築5％割引

住宅増改築5％割引

・

西鉄グリーン 住宅外構工事（門扉、ガレージ、フェンス）、庭園工事

く 設計施工、庭園樹木管理（剪定、施肥、消毒）　10％割引

西鉄テクノサービス 約30％割引

ら 住エクステリア商品（バルコニーや門扉、カーポート、物置など）

西鉄運輸 引越センター 10％割引

し ※「JMBnimoca」は見積り時に提示

グランドボックス 10％割引

（トランクルーム：東光、平尾、平尾2号館）

※「JMBnimoca」は見積り時に提示

西鉄ビルマネージメント ホームセキュリティ 基本警備料金3ケ月無料

シロアリ駆除 10％割引(福岡市及び北九州市近郊に限る)

西鉄自動車学校 【教習料】普通車（ＭＴ）280,000円（消費税、夜間料金サービス）

車 　　　　　　普通車（ＡＴ）270,000円（消費税、夜間料金サービス）

・ 普通車以外の車種、二輪・大型・けん引・大特・大型二種・普通二種について

車 入学金から　5,250円（消費税込み）割引

検 西鉄エム・テック 営業統括本部　　営業部 ゆワイター：本体定価の35％割引（工事費別途）

　　　　　　　　　　　各本・分工場 車検基本工賃の10％割引

（福岡県内13か所の自動車整備工場：民間工場）


