
 
 

平成 21 年 4 月 14 日 

 

 

 

当社グループのクレジットカード会社である株式会社ＦＦＧカード（代表取締役：右田 國博、以下「ＦＦ

Ｇカード」）は、提携カード「JMBnimoca」の募集を平成 21 年 4 月 27 日（月）より開始いたします。 

 

「JMBnimoca」は、クレジットカードと西鉄ＩＣカード「nimoca」およびＪＡＬのマイレージプログラ

ム「ＪＡＬマイレージバンク」（以下、JMB）の機能が一体と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 

   
                                  ※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。） 
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平成 21 年 4 月 27 日（月） 



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、入会された方の中から抽選で、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、ＦＦＧカード所定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」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。 

 

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 

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。 

■オートチャージ 

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〉クレジットカードの概要 

国際ブランド ＶＩＳＡ 

発行主体 株式会社ＦＦＧカード 

サービス内容 
国内・海外のＶＩＳＡ加盟店でショピングの決済などにご利用いただけま

す。 

 

〈参考３〉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 

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に交換いただけます。 

 

〈参考４〉nimoca の概要 

サービス名称 nimoca 

運営主体 株式会社ニモカ 

サービス内容 
ＩＣ乗車券として西鉄バス・電車で利用でき、電子マネーとして nimoca

加盟店でのお買い物にご利用いただけます。 

 

 

以上 
 
 
 
 
 

《本件に関するご照会先》 

ふくおかフィナンシャルグループ 営業企画部 担当：松延・中山 

TEL 092 – 723 – 2574

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  


