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       やバス乗車券等と交換できます 

エコポイント交換商品･エコポイント数をお知らせします 

西鉄グループより、エコポイントで交換可能な商品と、交換に必要なエコポイント数をお

知らせします。 
エコポイントで交換可能な商品には、ICカード nimocaとバス乗車券等で合計 51種類を
ご用意しております。 

IC カード nimoca では、バスや電車はもちろん、電子マネーとして地域の商業施設でも
ご利用いただける 20,000 円、15,000 円、10,000 円、5,000 円（いずれもデポジット 500 円
込）の 4種類を交換可能な商品として設定しております。 
また、バス乗車券等では、九州島内と山口県下関市の高速バス・路線バスと海上4航路
が乗り放題となる「SUNQ パス」や高速・特急バスの各種回数乗車券、バスの定期券購入
にご利用いただける購入補助券など 47種類を交換可能商品としてラインナップしておりま
す。 
当社グループでは、今後も公共交通の利用促進など通じて、環境負荷低減や環境保

全に資するさまざまな取り組みを行ってまいります。 
詳細につきましては、下記の通りです。 

 
記 

 
◆ 西鉄グループ エコポイント交換商品・エコポイント数の概要 
 
１．株式会社ニモカ（事業者コード：A014） 

商 品 名  
商 品 
コード 

商 品 内 容 
必要エコ 
ポイント数 

20000 20,000円相当（デポジット 500円込） 20,000点 

15000 15,000円相当（デポジット 500円込） 15,000点 

10000 10,000円相当（デポジット 500円込） 10,000点 
nimoca

5000 5,000円相当（デポジット 500円込） 5,000点 
 

商品引渡方法   「IC カード nimoca」を申請時に登録された住所へ配送します。 

           ※ 配送料金は、㈱ニモカにて負担します。 

お問い合せ先  ㈱ニモカ nimoca コールセンター ℡ 0570-092-111 

               ※ 一部ご利用いただけない電話がございます。 

その際は、℡092-303-7000 をご利用ください。 
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http://www.nimoca.jp/home/
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２． 西日本鉄道株式会社（事業者コード：A019） 

商品名 
商 品 
コード 

商 品 内 容 
必要エコ 
ポイント数 

nnr001 北部九州 3日間 8,000点 

nnr002 全九州 3日間 10,000点 SUNQパス

nnr003 全九州 4日間 14,000点 

nnr006 福岡 ～ 宮崎 19,200点 

nnr007 福岡 ～ 都城 17,600点 

nnr008 福岡 ～ 延岡 15,500点 

nnr009 福岡 ～ 高千穂 12,500点 

nnr010 福岡 ～ 鹿児島 15,000点 

nnr012 福岡 ～ 熊本 6,400点 

nnr014 福岡 ～ 別府・大分 8,000点 

nnr015 福岡 ～ 島原 9,200点 

高速バス 
4枚綴り回数券

nnr016 福岡 ～ 諫早駅 8,000点 

nnr017 福岡 ～ 後藤寺 10,000点 

nnr018 福岡 ～ 飯塚 10,000点 福岡天神きっぷ

nnr019 福岡 ～ 佐賀 10,000点 

nnr020 1,050円券 × 4枚 3,400点 

nnr021 1,100円券 × 4枚 3,500点 

nnr022 1,150円券 × 4枚 3,700点 

nnr023 1,200円券 × 4枚 3,800点 

nnr024 1,250円券 × 4枚 4,000点 

nnr025 1,300円券 × 4枚 4,200点 

nnr026 1,350円券 × 4枚 4,300点 

nnr027 1,400円券 × 4枚 4,500点 

nnr028 1,450円券 × 4枚 4,600点 

nnr029 1,500円券 × 4枚 4,800点 

nnr030 1,550円券 × 4枚 5,000点 

nnr031 1,600円券 × 4枚 5,100点 

nnr032 1,650円券 × 4枚 5,300点 

nnr033 1,700円券 × 4枚 5,400点 

nnr034 1,750円券 × 4枚 5,600点 

nnr035 1,800円券 × 4枚 5,800点 

nnr036 1,950円券 × 4枚 6,200点 

nnr037 2,000円券 × 4枚 6,400点 

nnr038 2,050円券 × 4枚 6,600点 

nnr039 2,100円券 × 4枚 6,700点 

スーパー 
乗車券

nnr040 2,200円券 × 4枚 7,000点 

http://www.sunqpass.jp/index.shtml
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/jyousha/discount.htm
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/jyousha/discount.htm
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/jyousha/ten_kippu.htm
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/jyousha/super.htm
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/jyousha/super.htm
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nnr041 2,300円券 × 4枚 7,400点 

nnr042 2,400円券 × 4枚 7,700点 

 

nnr043 2,550円券 × 4枚 8,200点 

nnr044 5,000円券 5,000点 

nnr045 10,000円券 10,000点 

nnr046 15,000円券 15,000点 

定期券 
購入補助券

nnr047 20,000円券 20,000点 
 

商品引渡方法    ① 「高速バス４枚綴り回数券」、「福岡天神きっぷ」、「スーパー乗車券」
は申請時に登録された住所へ商品を配送します。 

② 「ＳＵＮＱパス」と「定期券購入補助券」は、申請時に登録された住所

へ引換券を配送します。西鉄バス窓口にて各商品と交換をお願いし

ます。 

※ 引換券の交換窓口につきましては、後日、個別にご案内いたします。 

※ 商品と引換券の配送料金は、西日本鉄道㈱にて負担します。 

お問い合せ先  西鉄お客さまセンター ℡0570-00-1010 

※一部ご利用いただけない電話がございます。 

その際は、℡092-303-3333 をご利用ください。 
 

（参考） 商品交換のお申し込みについて 
 

商品の交換は、インターネットもしくは書面でのエコポイント登録と交換申請が必要です。 
詳しくは、グリーン家電エコポイント事務局にお問い合わせください。 

 
・ グリーン家電エコポイント事務局 ℡0570-064-322 

 
・ 「グリーン家電普及促進事業 エコポイント」ホームページ http://eco-points.jp 

 

http://www.nishitetsu.co.jp/bus/teiki/06.htm
http://www.nishitetsu.co.jp/bus/teiki/06.htm

