
 

 

 

 

 
              
             ＜平成 22 年 9 月 28 日発表＞ 

 
キャンペーン 

       ポイントをゲット！『秋の天神へ行こうキャンペーン』を実施 
＊＊＊ 平成 22 年 10 月 1 日～11 日までの 11 日間 ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
                

● 音楽のイベント「MUSIC CITY TENJIN」、ファッションイベント「FUKUOKA LOVE&COLLECTION」、など

多彩なイベントが開催されるこの時期に、西日本鉄道㈱と㈱ニモカでは、平成 22 年 10 月 1 日（金）

から 11 日（月・祝）までの 11 日間、nimoca ポイントをゲット！『秋の天神へ行こうキャンペーン』を実

施します。 
 
● 当キャンペーンでは、総計660本分のnimocaポイントを抽選でプレゼントいたします。あわせて、天神

地区の nimoca 加盟店 24 店舗にて nimoca 電子マネーをご利用いただくと、nimoca ポイントを通常の

10 倍プレゼントいたします。 
 
● 抽選の対象は、天神地区でのお買い物やお食事に nimoca 電子マネーをご利用になった方で、合計

金額 1,000 円（税込）ごとに 1 回のプレゼント抽選権を差し上げます。さらに、西鉄電車（西鉄福岡

（天神）駅降車分のみ）や西鉄バス（一部の昭和バスを含む）をご利用の皆さまにも、1 回分の抽選

権を差し上げます。なお、いずれも当日利用分のみが対象で、天神地区 3 ヶ所に設置した抽選機に

nimoca をタッチすることで抽選の参加が可能です。 
 
● 天神地区へのおでかけや同地区でのお買い物やお食事の際は、是非 nimoca 電子マネーをご利用く

ださい。 

■ nimocaポイントをゲット！『秋の天神へ行こう！キャンペーン』の概要について                          
 
【実施期間】 平成 22 年 10 月 1 日（金）～10 月 11 日（月・祝） 〔11 日間〕 
 
【実施概要】 ①抽選による nimoca ポイントプレゼント 

 ②nimoca ポイント 10 倍プレゼント 
 

① 抽選によるnimocaポイントプレゼントの概要                                             
 

【実施内容】  下記対象者の皆さまに抽選で nimoca ポイントをプレゼント 
 
【対 象 者 】 ・上記期間中に、天神地区の nimoca 加盟店でお買い物・お食事に nimoca 電子マネ

ーをご利用いただいた皆さま 

・当日に nimoca で西鉄バスや西鉄電車をご利用いただいた皆さま 
 

【当選ポイント】 総計 660 本分の nimoca ポイントをプレゼント 

 ○5,000 ポイント×10 本  ○3,000 ポイント×50 本 

 ○1,000 ポイント×100 本  ○500 ポイント×500 本 
 

【抽選方法】 （抽選権の獲得） 

・本キャンペーンの対象である nimoca 加盟店での、ご利用合計金額 1,000 円（税込）

毎に 1 回の抽選が可能です。 

・さらに、西鉄電車（※1）と西鉄バス（※2）をご利用いただいたお客さまは、追加で 1
回の抽選（※3）が可能です。なお、当日利用分のみが対象となり、複数日の利用金

額累計による抽選権の獲得はできません。 

※1 天神大牟田線・西鉄福岡（天神）駅にて降車されたお客さまのみ対象、貝塚

線は対象となりません。 

※2 バスは、全ての地区における利用が対象となります。また、nimoca をご利用い

ただける昭和バスのご利用も対象となります。 

※3 電車・バスの合計乗車回数が複数回でも、抽選権は 1 回のみです。また、電

車・バスのみの利用では、抽選権の獲得はできません。 

 

 



 

 抽選回数計算例示

・お買い物1,000円＋西鉄バス利用＝抽選2回

・お買い物1,900円＋西鉄電車利用＝抽選2回

・お買い物2,000円＋西鉄バス・電車利用＝抽選3回

 

 

 

 

 

 （抽選への参加） 

 ・下記の天神地区 3 ヶ所に設置している抽選機にてご参加いただけます。 

① ソラリアプラザ１F   （10：00～23：00） 

② ソラリアステージ M２F   （10：00～20：30） 

③ 西鉄福岡（天神）駅北口改札横 （10：00～23：00） 

※
 

 相互利用の他社カード（SUGOCA、はやかけん、Suica）は対象となりません。 

 （ポイントの申請登録） 

・当選すると抽選機から当選番号が記載されたレシートが出力されます。郵便ハガ

キもしくはnimoca ホームページより、当選番号・nimocaカード番号（裏面NRで始ま

る 17 桁の英数字）・氏名・電話番号を登録することにより、10 月末までにポイントを

自動的にお付けいたします。 
 

    ＜はがきでのご応募＞ 

 ㈱西鉄エージェンシー「nimoca ポイントプレゼントキャンペーン」係 

 〒810-0    074 福岡市中央区大手門 2-1-10 

  ＜ホームページでのご応募＞ 

 nimocaホームページ ＜http://www.nimoca.jp/＞ 
 

【登録締切】 平成 22 年 10 月 17 日（日） （はがき必着） 
 

【ポイント加算日】 平成 22 年 10 月末 
 

② nimocaポイント 10 倍プレゼントの概要                                               
 

【実施内容】 下記記載の nimoca 加盟店 24 店舗で、電子マネーでお買い物やお食事をすると、

nimoca ポイントを通常の 10 倍プレゼント。期間中は、一部店舗を除き 210 円（税込）

につき nimoca ポイントが 10 ポイントつきます。 
 
【対象店舗】  新天町（3 店舗） 

  ・福岡金文堂 本店 ・釜めしビクトリア ・サンフカヤ 新天町本店 
   
  天神地下街（2 店舗） 

  ・アペティートカフェ メトロ店 ・大賀薬局 天神地下街店 
   
  福岡ビル（7 店舗） 

  ・アペティートカフェ 福ビル店 ・大賀薬局 福ビル店 ・大賀薬局 福ビル調剤店 

  ・ガトー風月 福ビル店 ・きどりや 天神福ビル店 ・御膳屋 天神店 

  ・峰松本家 蒲鉾峰屋 
   
  その他（12 店舗） 

  ・ドラッグセガミ 天神西通り店 ・ドラッグセガミ 福岡天神本店（10 月 6 日～） 

  ・武田コンタクト 中央店（※1） ・GIGA 天神（※2） ・御膳屋 奥離 ・ココフルドリンク（※1） 

  ・蕎麦処 草八 天神店 ・コーヒーファーム ボンパパ天神店 

  ・ニッポンレンタカー 福岡営業所 ・バジェット・レンタカー 渡辺通店 

  ・バジェット・レンタカー 天神北店 ・新出光 天神町ＳＳ 
 
  ※1 期間中は 105 円（税込）につき nimoca ポイントが 10 ポイントつきます。 

 ※2 期間中、一部売り場は 105 円（税込）につき nimoca ポイントが 10 ポイントつき

ます。 

 

 

 

 

この件に関するお問合せは、nimoca コールセンター（℡：0570-092-111）まで 

 


