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九州旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ九州）は、ＪＲ九州の発行するクレジットカード「ＪＱ ＣＡ

ＲＤ」及びＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」に日本航空株式会社（以下、ＪＡＬ）の「ＪＡＬマイレージ

バンク」機能を追加した「ＪＭＢ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の募集を以下のとおり開始いたしますのでお

知らせいたします。また募集開始にあわせてキャンペーンを実施しますのでお知らせします。 

 

 

■ 募集開始日（予定） 

平成 25 年９月 20 日（金） 募集受付開始 

 

■ カードの概要 

  別紙をご参照ください。 

 

■ キャンペーン内容 

  豪華なプレゼントがもらえる「ＪＭＢ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ誕生キャンペーン！」 

   平成 25 年 9 月 20 日（金）～12 月 31 日（火）の間にご入会の方 

      ※新規ご入会かつ平成 26 年 1 月 31 日（金）までにカードが発行されたお客様 

が対象となります。 

 

特典 1 ご入会でもれなく 

JQ ポイント 1,000 ポイントと JAL1,000 マイルを進呈 

   

  特典 2 さらに 

     抽選で合計 30 名さまに豪華プレゼントを進呈     

特典内容 当選人数 

JR 九州賞 

JQ ポイント 10,000 ポイント（10,000 円相当） 

SUGOCA電子マネーやJR九州旅行券等に交換可能 

10 名さま 

JAL 賞 

JAL マイル 15,000 マイル 

 九州＝東京等の往復航空券相当 

10 名さま 

イオンクレジットサービス賞 

ロボット掃除機「ルンバ」 

 大人気の自動掃除機 

10 名さま 

     ※賞品の当選発表は発送をもってかえさせていただきます    

 

 

 

 

「ＪＭＢ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の募集を開始します。 

あわせて募集開始に合わせてキャンペーンを実施します。 

 

（お問合せ先） 

事業開発本部企画部 カード事業室 

（０９２）４７４－７２５９ 



 

平成 25 年 9 月 12 日 

九州旅客鉄道株式会社 

日 本 航 空 株 式 会 社 

 

JRJRJRJR 九州九州九州九州とととと JALJALJALJAL のののの提携提携提携提携カードカードカードカード「「「「JMB JQ SUGOCAJMB JQ SUGOCAJMB JQ SUGOCAJMB JQ SUGOCA」」」」のののの募集開始募集開始募集開始募集開始についてについてについてについて    

 

 九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：唐池 恒二、以下「JR 九州」）と日本

航空株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：植木 義晴、以下「JAL」）は、新提携カード「JMB JQ 

SUGOCA 」を平成 25 年 9月 20 日（金）より募集受付を開始いたします。また、募集開始にあたり、入会

促進キャンペーンなどさまざまなプロモーションを展開していきますのでお知らせします。 

 

「JMB JQ SUGOCA」は、JR九州の交通系 IC カード乗車券「SUGOCA」および JR九州のグループクレジッ

トカード「JQ CARD」のサービス特典と JAL のマイレージプログラム「JAL マイレージバンク」をあわせ

もったクレジットカード機能一体型カードで、株式会社イオン銀行（以下、イオン銀行）が発行します。 

 

航空機や列車などの利用、日々のお買い物利用まで、ひとつのカードで可能となりました。「陸」と「空」

のさまざまなシーンでポイントやマイルがたまり、JR 九州のインターネット列車予約で会員限定のお得

なきっぷがご購入いただけるなど、航空機の利用、新幹線きっぷの購入に大活躍のクレジットカードで

す。 

 

「JMB JQ SUGOCA」の募集開始に合わせて、「JMB JQ SUGOCA 誕生キャンペーン！」として期間中にご入

会いただいたお客さまへ、①もれなく JQポイント 1,000 ポイントと JAL1,000 マイル、②さらに抽選で、

JQ10,000 ポイント、JAL15,000 マイル、ロボット掃除機「ルンバ」など豪華なプレゼントが当たる魅力

的なキャンペーンを展開いたします。 

 

JR 九州と JAL は、「JMB JQ SUGOCA」に関して両社の強みを生かして、お客さまへのさらなる利便性・

サービス向上に努めてまいります。 

 

＜カードデザイン＞ 

      

 

 

別 紙 



＜入会申込受付＞ 

 平成 25 年 9 月 20 日（金）より 

 

  ＜募集受付箇所＞ 

 JR 九州の駅ビル「アミュプラザ」内入会カウンターなどに設置している申込書やイオンクレジット

サービス株式会社（以下「イオンクレジットサービス」）ホームページ経由でご入会いただけます。 

  ※イオンクレジットサービスはイオン銀行の業務受託会社です。 

 

＜カード概要＞ 

名称 JMB JQ SUGOCA 

カード発行会社 イオン銀行 

サービス提供者 JQ CARD・SUGOCA 機能 : JR 九州 

JAL マイレージバンクサービス機能 ：JAL 

クレジット機能：イオン銀行、イオンクレジットサービス 

国際ブランド VISA、MasterCard、JCB 

年会費 
初年度無料、次年度以降 1,312 円（税込） 

  ※ただし、年に 1 回以上のクレジットカード決済で、次年度以降も無料 

主なサービス ■JQ CARD 機能 

・クレジットカード機能、国際ブランドは VISA/ Master card/JCB があります。 

・クレジットカード利用で JQ ポイントがたまります（200 円＝1 ポイント）。 

・JQ CARD 会員限定のお得な九州・山陽新幹線の「e きっぷ」「e 早得」を購入可能 

・  ・たまった JQ ポイントは、SUGOCA 電子マネー、JR 九州旅行券、JR 九州特選商品 

・   などへの交換が可能です。 

・  ・JR 九州グループ（アミュプラザなど）などでクレジットカードご利用による割引、 

・   ポイントの特典などを受けることができます。   

※アミュプラザ博多、博多デイトスでいつでも 5％割引などさまざまな特典があり

ます。 

※店舗により条件が異なります。 

 

■SUGOCA 機能 

○IC 乗車券 

IC 乗車券として、SUGOCA エリアの列車に加え、下記エリア

※

の列車・バスなど

の運賃のお支払いにご利用いただけます。 

○電子マネー 

   電子マネーとして、SUGOCA 加盟店および下記エリア

※

の加盟店でのお支払いに

ご利用いただけます。 

○SUGOCA ポイント 

   自動改札機での入出場や SUGOCA ポイント加盟店での利用などに応じて SUGOCA

ポイントがたまります。 

 

   ※Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、ICOCA、はやかけん、nimoca、PiTaPa

エリアでもご利用いただけます。PiTaPa エリアでは IC乗車券としてのみご利

用いただけます。 

 

 



■JAL マイレージバンク機能 

○マイルをためる、つかう 

・JAL グループ便、oneoneoneoneworld など 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のホテル、レスト

ラン、カラオケなど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 IC チェックイン、「タッチ＆ゴー」 

事前にパソコン・携帯からチェックイン、空港でカウンター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。 

 

■JQ ポイントと JAL マイルへの相互交換が可能。 

 当該カード会員様に限定して、相互交換が可能。 

※SUGOCA での列車利用、電子マネー利用でたまる SUGOCA ポイントは、マイルへの交換対象外。 

○JQ ポイントからマイルへの交換 

1,000 ポイント＝500 マイルで交換可能。（1,000 ポイント単位） 

○マイルから JQ ポイントへの交換 

  10,000 マイル＝10,000 ポイントで交換可能。（10,000 マイル単位）  

※交換単位は 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。 

 

 

＜キャンペーン内容＞ 

豪華なプレゼントがもらえる「JMB JQ SUGOCA 誕生キャンペーン！」 

 平成 25 年 9 月 20 日（金）～12 月 31 日（火）の間にご入会の方* 

             *新規ご入会かつ、平成 26 年 1月 31 日（金）までにカードが発行されたお客さまが対象となります。 

特典特典特典特典 1111    ごごごご入会入会入会入会でもれなくでもれなくでもれなくでもれなく    

JQJQJQJQ ポイントポイントポイントポイント 1,0001,0001,0001,000 ポイントポイントポイントポイントとととと JAL1,000JAL1,000JAL1,000JAL1,000 マイルマイルマイルマイルをををを進呈進呈進呈進呈    

  特典特典特典特典 2222    さらにさらにさらにさらに    

           抽選抽選抽選抽選でででで合計合計合計合計 30303030 名様名様名様名様にににに豪華豪華豪華豪華プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントをををを進呈進呈進呈進呈     

特典内容 当選人数 

JR 九州賞 

JQ ポイント 10,000 ポイント（10,000 円相当） 

SUGOCA電子マネーやJR九州旅行券などに交換可

能 

 

10 名様 

JAL 賞 

JAL マイル 15,000 マイル 

 九州＝東京などの往復航空券相当 

 

10 名様 

イオンクレジットサービス賞 

ロボット掃除機「ルンバ」 

 大人気の自動掃除機 

 

10 名様 

     ※賞品の当選発表は発送をもってかえさせていただきます       

 
問い合わせ先： 日本航空株式会社 広報部   TEL 03-5460-3105 

 九州旅客鉄道株式会社 カード事業室  TEL 092-474-7259 


