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nimoca の種類

nimoca

●発売額2,000円（利用可能額1,500円デポジット500円）
●会員登録は不要ですが、紛失時に再発行できません。
●窓口で会員登録をすることによって、スターnimocaに

変更できます。

●発売額2,000円（利用可能額1,500円デポジット500円）
●窓口での会員登録が必要なカードです。（登録無料）
●紛失時に再発行が可能です。
　（再発行手数料520円＋デポジット500円が必要）

スターnimoca

小児用nimoca
●記名人ご本人のみご利用いただけます。
●小学生以下の方が対象です。
●運賃が自動的に小児運賃で精算されます。
●nimocaと相互利用サービスを行っているエリアでも自動的に小児運賃で精算されます。
●紛失時に再発行が可能です。（再発行手数料520円+デポジット500円が必要）
●おひとり様1枚のみの発行です。

有効期限

満12歳となる年度の3月31日まで利用可能です。
有効期限を過ぎたカードは、その年の4月1日以降に窓口
で大人用に変更が可能です。

健康保険証、住民票などの公的証明書をご持参ください。
ご本人様が窓口にお越しいただいた場合でも年齢等の確認の
ため公的証明書が必要です。

発行に必要なもの

バス車内でのご利用方法

nimocaをチャージ（入金）できる場所

乗車時
乗車時に読み取り部にタッチ

（整理券は必要ありません）
降車時に読み取り部にタッチ

（電子マネーから精算します）降車時

チャージ（入金）の仕方

❶乗務員へ入金額をお申し出ください。

❸カードリーダーへカードを
　タッチしてください。

❷紙幣を挿入してください。
※1,000円札のみのお取り扱いとなります。
※おつりはでません。

❹液晶画面にチャージ金額が表示されます。
※車内でチャージする場合は、1,000円単位で一度に

5,000円までチャージできます。
※車内では、入金残額が10,001円以上の時はチャー

ジできません。

nimocaカードは、チャージして繰り返しご利用いただけます。
カード内には、1,000円単位で最大20,000円までチャージできます。

●西肥バスの路線バス車内
●西肥バスの各窓口
●nimoca導入の各事業者
●全国相互利用サービス対象エリアの鉄道駅窓口、券売機、バス車内など
●全国の主なコンビニエンスストア

1秒
タッチ

1秒
タッチ

障がい者用nimoca
●記名人ご本人のみご利用いただけます。
●運賃は自動的に割引運賃で精算されます。
● nimocaと相互利用サービスを行っているエリアではご利用いただけません。

詳しくは、各事業者へお尋ねください。
●同伴者の方の精算を行う場合には、手帳を提示し、乗務員へお申し出ください。
●紛失時に再発行が可能です。（再発行手数料520円+デポジット500円が必要）
●おひとり様1枚のみの発行です。

有効期限

次回の誕生日までです。ただし、初回購入時に限り、次々
回の誕生日までです。有効期限を過ぎたカードは、窓口で
更新手続きを行ってください。

障害者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健
福祉手帳）をご持参ください。

発行に必要なもの

クレジットnimoca
●提携クレジット会社へのお申し込みが必要です。
●親和銀行の「アレコレnimoca」キャッシュカード一体型クレジットnimocaは銀行窓

口へのお申し込みが必要です。
●記名人ご本人のみご利用いただけます。
●紛失時の再発行ができます。（再発行手数料520円が必要）
　※別途クレジット会社に支払う手数料が発生する場合があります。
●入金残額が一定額以下になると、バス車載機にタッチした際に自動的にチャージする

オートチャージ機能があります。
　※詳しくはnimocaホームページをご覧ください。
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カード（乗車）ポイント 再発行について

 　　　　　　　　　　　の（乗車）ポイントには、乗車ごとのご利用金額に応じて
つく「固定ポイント」と、当月中にご乗車いただいた累計金額に応じてつく「ボーナ
スポイント」の2種類があります。

ご利用金額 ボーナスポイントポイント付与率
（固定ポイント）2％ +×

ボーナスポイント

※当月の利用累計が10,000円を超えた場合のボーナスポイントは、
　再度50ポイントから始まります。

●当月は、毎月1日から月末までとします。
●ポイント付与時の小数点以下は切り捨てます。
●ポイントの有効期間は、ポイント付与日から翌年の12月

末日までです。
●たまったポイントは1ポイント=1円として入金残額に交

換できます。
●カード（乗車）ポイントはバス車内で積増（現金チャージ）

時に、自動で入金残額に交換されます。また取扱窓口、ポ
イント交換機でも交換可能です。

固定ポイント…200円×2％=4ポイント。4ポイント×50回=200ポイント
ボーナスポイント…利用金額到達時ごとのボーナスポイント750ポイント（50+100+150+200+250）
合計ポイント数…200ポイント（固定ポイント）+750ポイント（ボーナスポイント）=950ポイント

当月利用金額が10,000円の場合（200円区間を50回利用した場合）

ポイント有効期間

利用履歴・ポイントの確認

ポイントは、ポイント付与日から翌年の12月末日まで有効です。

※有効期限を過ぎたポイントは自動的に失効します。
※解約、または会員資格を喪失した場合、それまでの累計ポイントは失効します。

カード内の残額や、ご利用された履歴を、
窓口やポイント交換機で確認することができます。

①残高履歴の印字（直近ご利用分20件）

②ポイント利用履歴の確認（直近1ヵ月分最大100件まで）
西肥バス各窓口までお申し出いただくか、ポイント交換機をご利用ください。
※nimocaホームページ上で、お手持ちのスターnimoca、クレジットnimocaの利用履歴をご確認いただけます。
　本サービスは会員登録が必要です。　詳しくはnimocaホームページをご確認ください。

貯まったポイントは忘れずに交換を！

例

1月　　　　　　　　　12月 1月　　　　　　　　　12月 1月　　　　　　　　　12月
ポイント付与

ポイント付与

有効期限

有効期限

失効

失効

1年目 2年目 3年目

ボーナスポイント 当月利用金額

2,000円到達時

4,000円到達時

6,000円到達時

8,000円到達時

10,000円到達時

12,000円到達時

+50ポイント

+100ポイント

+150ポイント

+200ポイント

+250ポイント

+50ポイント

紛失・盗難などでカードをなくした場合やカードの不具合等によって、
nimocaが使用できなくなったときに再発行できます。

最寄りの窓口で紛失・カード障害のお申し出
※nimoca（無記名）の紛失時の再発行はできません。

1

最寄りの窓口で再発行2

紛失の場合

障害の場合

所定の申込書に必要事項を記入して窓口へ提出

使えなくなったカードを持参のうえお申し出
※紛失・障害どちらの場合も、お電話でのお手続きはできません。窓口へご来店ください。

紛失の場合

障害の場合

新カードを受け取る際にお持ちいただくもの

新カードを受け取る際にお持ちいただくもの

ご本人を確認できる公的証明書（健康保険証・運転免許証等）を提示

紛失（障害）再発行登録
※再発行登録票をお渡しします。再発行時に必要ですので、大切に保管ください。

登録の2日後から14日以内
※15日以降は再度、
　再発行の登録が必要です。

再発行登録票 1,020円
（デポジット500円+手数料520円） 公的証明書+ +

再発行登録票 使えなくなったnimoca 公的証明書+ +

※再発行手続き後のお取り消しはできません。
※紛失したカードに定期券が搭載されている場合は、各定期券の取り扱い窓口でのお手続きが必要です。
※再発行されるまでの間、バスのご利用は、現金などほかのお支払い手段にてご利用ください。（定期区間利用を除く）
※再発行後に紛失したカードを発見した場合は、カードを窓口へお持ちください。デポジットを返却します。
※紛失されたカードの使用停止処理が完了するまでの期間に生じた損害は補償いたしかねます。
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払い戻しについて

乗り継ぎ割引について

全国で使える！ +  お買物

nimocaカードが不要になった場合は、払い戻しが可能です。

nimocaを利用し、同じバス停で30分以内にバスを乗り継いだ場合、
乗り継いだバスの運賃が30円引きされます。（回数制限なし）

払戻額 入金残額 手数料220円 デポジット500円＝ － +
※ご使用のカードがクレジットnimocaの場合、デポジットの返却はありません。
※入金残額が手数料に満たない場合は、入金残額を払戻し手数料といたします。
※記名式nimocaや定期券の払い戻しの際は、ご本人を確認できる公的証明書が必要です。代理人の方が払い戻しをされる際は、
　代理人ご本人の公的証明書と記名人ご本人からの委任状または続柄が確認できる公的証明書が必要です。

●乗り継ぎの前後ともnimoca利用の場合に限ります。
●乗車・降車時にカード読み取り部にしっかりタッチしてください。
　カードの読み取りが正常に行われないと、割引き適用外となります。

　　　　　　　　　　　  はnimocaを導入している交通事業者やnimoca
加盟店、さらに「Suica」や「SUGOCA」をはじめとする全国相互利用の交通
事業者や加盟店でも使えます。 ※PiTaPaは交通利用のみとなります。

全国
でも

お買物
にも

展海峰 佐世保駅前 もみじが丘

現金
支払い

30分以内乗り継ぎ

展海峰 佐世保駅前 もみじが丘

30分以内乗り継ぎ

運賃30円引き
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払い戻しについて

乗り継ぎ割引について

全国で使える！ +  お買物

nimocaカードが不要になった場合は、払い戻しが可能です。

nimocaを利用し、同じバス停で30分以内にバスを乗り継いだ場合、
乗り継いだバスの運賃が30円引きされます。（回数制限なし）

払戻額 入金残額 手数料220円 デポジット500円＝ － +
※ご使用のカードがクレジットnimocaの場合、デポジットの返却はありません。
※入金残額が手数料に満たない場合は、入金残額を払戻し手数料といたします。
※記名式nimocaや定期券の払い戻しの際は、ご本人を確認できる公的証明書が必要です。代理人の方が払い戻しをされる際は、
　代理人ご本人の公的証明書と記名人ご本人からの委任状または続柄が確認できる公的証明書が必要です。

●乗り継ぎの前後ともnimoca利用の場合に限ります。
●乗車・降車時にカード読み取り部にしっかりタッチしてください。
　カードの読み取りが正常に行われないと、割引き適用外となります。

　　　　　　　　　　　  はnimocaを導入している交通事業者やnimoca
加盟店、さらに「Suica」や「SUGOCA」をはじめとする全国相互利用の交通
事業者や加盟店でも使えます。 ※PiTaPaは交通利用のみとなります。

全国
でも

お買物
にも

展海峰 佐世保駅前 もみじが丘

現金
支払い

30分以内乗り継ぎ

展海峰 佐世保駅前 もみじが丘

30分以内乗り継ぎ

運賃30円引き



nimocaカードの取扱バス窓口

●佐世保バスセンター
●佐世保駅前定期券売場
●島瀬定期券売場
●大野
●早岐田子の浦
●ハウステンボスバスセンター
●江迎
●佐々町観光情報センター

●平戸桟橋
●平戸口桟橋
●川棚バスセンター
●嬉野バスセンター
●伊万里市観光協会
●まつうら観光物産協会
●青方バスセンター
●波佐見陶磁器工業協同組合

☎0956-23-2121

☎0570-092-111

(6:00～21:00/年中無休)

佐世保バスセンター
お問い合わせ

nimoca全般についてのお問い合わせ

nimocaコールセンター

（8：00～20：00/年中無休）
一部ご利用いただけない電話がございます。
その時は、092-303-7000をご利用ください。

nimocaホームページ

https://www.nimoca.jp/
※記載されている内容は変更する場合がございますのでご了承ください。

西肥バスホームページ

https://www.bus.saihigroup.co.jp/
検索西肥バス

検索ニモカ


