平 成 25 年 ２ 月 26 日

「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の募集を開始します。
募集開始に合わせてキャンペーンも実施します。
九州旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ九州）が発行するクレジットカード「ＪＱ ＣＡＲＤ」
とＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」の一体型カード「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の募集を以下のとおり
開始しますのでお知らせいたします。
また、
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の募集開始に合わせまして、ご入会キャンペーン、ご利用キャ
ンペーンを実施いたします。
詳細は以下のとおりです。

１

募集開始日
平成 25 年３月 15 日（金）
※「ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」「ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ ＪＱ ＳＵＧＯＣ
Ａ ＧＯＬＤ」
（西日本シティ銀行各支店等で募集）は平成 25 年３月１日（金）より
募集を行います

２

カードの概要（募集場所・主なサービスなど）
別紙１をご参照ください。

３

キャンペーン

（１） ご入会キャンペーン
期間中に下記の場所でご入会いただくと、お買い物券等を進呈
※

対象カード：イオンクレジットサービス㈱、㈱ジェーシービーが発行する「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」
、
㈱クレディセゾンが発行する「ＪＱ ＣＡＲＤセゾン」

※

ご入会いただく場所により、キャンペーン期間、商品の内容が異なります。
場所

アミュプラザ博多

期間

商品

３月25日（月）～５月６日（月）

アミュプラザ小倉お買物券 1,000円分

アミュプラザ小倉
アミュプラザ長崎

アミュプラザ博多お買物券 1,000円分

３月15日（金）～５月６日（月）

アミュプラザ長崎お買物券 1,000円分
アミュプラザ鹿児島お買物券 1,000円分

アミュプラザ鹿児島
大分駅

３月15日（金）～３月17日（日）

豊後にわさき市場商品券 1,000円分

熊本駅

３月29日（金）～３月31日（日）

フレスタ熊本商品券 1,000円分

ビックカメラ天神１号館、
３月15日（金）～９月30日（月）
２号館、鹿児島中央駅店

ビックポイント1,000円分

※ ビックカメラ天神１号館、２号館、鹿児島中央駅店でのキャンペーンは「BIC CAMERA JQ SUGOCA」のみ対象となります。

（２）ご利用キャンペーン
平成 25 年３月 15 日～５月６日の間にご入会の方で、更に期間中２万円以上ご利用
いただいた方全員にＪＱポイント 1,000 ポイントを進呈
※

対象カード：イオンクレジットサービス㈱、㈱ジェーシービー、㈱西日本シティ銀行が発行する「Ｊ
Ｑ ＳＵＧＯＣＡ」および㈱クレディセゾンが発行する「ＪＱ ＣＡＲＤセゾン」
（お問合せ先）事業開発本部企画部 カード事業室
（０９２）４７４－７２５９

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

別紙１
カードの概要
駅ビル・鉄道など
ご利用シーン
航空
カード発行会社

イオンクレジットサービス㈱

提携先

ー

ー

カード名称

JQ SUGOCA

JQ SUGOCA

㈱ジェーシービー（別紙３）

（別紙２）

銀行

家電

全日本空輸㈱（別紙４） ㈱ビックカメラ（別紙５）
JQ SUGOCA
ANA

BIC CAMERA
JQ SUGOCA

㈱西日本シティ銀行
九州カード㈱
ALL IN ONE
JQ SUGOCA

ALL IN ONE
JQ SUGOCA GOLD

カードデザイン
国際ブランド

JCB

ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ

平成25年３月15日（金）

募集開始日

平成25年３月１日（金）
ビックカメラ店頭、各ア
ミュプラザ内カウンター

各アミュプラザ内カウンター

主な募集場所

年会費

ＶＩＳＡ

入会後１年間無料。
2年目以降はお取引に応じて無料。
※ １年間ご利用がない場合は年会
費1,312円（税込）

入会後１年間無料。
年１回以上のご利用で翌年も無料。
※ １年間ご利用がない場合は年会費1,312円（税込）
AＮＡマイレージクラブ機能 ＢＩＣポイントカード機能

提携先機能

提携先ポイントから
ＪＱポイントへ
ー

ＡＮＡ10,000マイル
⇒
ＪＱ10,000ポイント

西日本シティ銀行各支店等

10,500円（税込）

キャッシュカード機能

ＢＩＣ1,500ポイント
⇒
ＪＱ1,000ポイント
ー

ＪＱ1,000ポイント
⇒
ＡＮＡ500マイル

ＪＱポイントから
提携先ポイントへ

○
（無料）

ＥＴＣ

ＪＱ1,000ポイント
⇒
ＢＩＣ1,000ポイント
○
初年度年会費無料。２年目以降は年間１回以上ＥＴＣ請求が
あれば無料。
※１年間ご利用がない場合は、年会費として525円（税込）がかかります。

国内・海外保険

ー

海外ショッピングカード保険

海外旅行傷害保険付

国内旅行傷害保険、
海外旅行傷害保険 他

※ イオンクレジットサービス㈱および㈱ジェーシービーの発行について、各アミュプラザ内カウンターでは仮カードを発行します。
※ イオンクレジットサービス㈱と㈱イオン銀行の経営統合により、4月1日以降JQ SUGOCA（VISA Master）のカード発行会社は㈱イオン銀行に変更となる予定です。

別紙２

報道関係各位
２０１３年２月２６日
九州旅客鉄道株式会社
イオンクレジットサービス株式会社

イオンクレジットサービス ＪＲ九州
ＪＲ九州との
九州との提携
との提携カード
提携カード
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の
ＳＵＧＯＣＡ」の募集開始について
募集開始について
九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：唐池 恒二、以下、ＪＲ九州）
とイオンクレジットサービス株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役兼社長執行役員：神谷
和秀）は提携し、２０１３年３月１５日（金）より「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の会員募集を開始
しますのでお知らせいたします。
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」は、ＪＲ九州が発行するクレジットカード「ＪＱ

ＣＡＲＤ」とＩＣ

カードの「ＳＵＧＯＣＡ」が一体となった大変便利なカードです。
なお、
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の誕生を記念して、ご入会・ご利用キャンペーンを実施いたします。
今後も両社は連携を強化することで、お客さまへの更なる利便性・サービス向上に努めてまいり
ます。
記
【ＪＱ ＳＵＧＯＣＡの
ＳＵＧＯＣＡの概要】
概要】
１）会員募集開始日

２０１３年３月１５日（金）

２）年会費

入会後１年間無料
年１回以上のご利用で翌年も無料
１年間ご利用がない場合は年会費１,３１２円（税込）

３）国際ブランド
国際ブランド

ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄの２種類からお選びいただけます

４）ＥＴＣカード
）ＥＴＣカード

発行手数料無料でご要望に応じて発行

５）募集場所

各アミュプラザ内カウンタ
場所

アミュプラザ博多

期間

３月25日（月）～５月６日（月）

アミュプラザ小倉お買物券 1,000円分

アミュプラザ小倉

６）キャンペーン
アミュプラザ長崎
アミュプラザ鹿児島
①ご入会キャンペーン
入会キャンペーン
大分駅
期間中に右記の場所でご入会いただくと、
熊本駅
お買い物券等を進呈
②ご利用キャンペーン
利用キャンペーン
２０１３年３月１５日～５月６日の間にご入会の方で
さらに、期間中２万円以上ご利用いただいた方全員に
ＪＱポイント１,０００ポイント進呈

商品

アミュプラザ博多お買物券 1,000円分

３月15日（金）～５月６日（月）

アミュプラザ長崎お買物券 1,000円分
アミュプラザ鹿児島お買物券 1,000円分

３月15日（金）～３月17日（日）

豊後にわさき市場商品券 1,000円分

３月29日（金）～３月31日（日）

フレスタ熊本商品券 1,000円分

以
お問い合わせ先：
九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部企画部カード事業室
０９２-４７４-７２５９
イオンクレジットサービス㈱広報・ＩＲ推進課
０４３-２１２-５３４０

上
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２０１３年２月２６日
＜報道各位＞
九州旅客鉄道株式会社
株式会社ジェーシービー

ＪＣＢ、ＪＲ九州
ＪＣＢ、ＪＲ九州と
九州と提携し
提携し、３種の「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」を
ＳＵＧＯＣＡ」を発行開始
～ ＡＮＡ・
ＡＮＡ・ビックカメラ各社
ビックカメラ各社と
各社と提携し
提携し、多機能で
多機能で便利な
便利なＪＣＢカード
ＪＣＢカードが
カードが誕生！
誕生！ ～
株式会社ジェーシービー
孝雄、以下：ＪＣＢ）と九州旅客
九州旅客
株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：川西
ジェーシービー
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）はこのたび提携し、ＪＲ九州のク
鉄道株式会社
レジットカード「ＪＱ ＣＡＲＤ」とＩＣカード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ」の一体型カードである「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」に国際ブラン
ドＪＣＢを付帯し、新たに「ＪＱ
ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」、「ＪＱ
ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ ＡＮＡ」、「ＢＩＣ
ＢＩＣ ＣＡＭＥＲＡ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の会
ＳＵＧＯＣＡ
ＡＮＡ
ＳＵＧＯＣＡ
員募集を開始します。ＪＣＢおよびＪＲ九州は、「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ ＡＮＡ」については全日本空輸株式会社
全日本空輸株式会社（本社：東
全日本空輸株式会社
京都港区、代表取締役社長：伊東 信一郎、以下：ＡＮＡ）と、「ＢＩＣ ＣＡＭＥＲＡ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」についてはビッ
ビッ
クカメラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：宮嶋
宏幸、以下：ビックカメラ）とそれぞれ提携し発行いたしま
クカメラ
す。
いずれのカードもご利用額２００円につきＪＱポイントが１ポイント貯まり、貯まったＪＱポイントは「１ポイント＝１円」
として、「ＳＵＧＯＣＡ」電子マネーに入金（チャージ）したうえで列車のご乗車やお買い物などで利用できます。ま
た、入会の際にオートチャージサービスの利用も選択できます。各カードの主な特徴・サービスは下記のとおりで
す。
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」に
ＳＵＧＯＣＡ」について
ついて
募集開始：
２０１３年３月１５日（金）
年会費：
初年度無料、年1回以上のご利用で翌年度も無料
※1 年間ご利用がない場合は１,３１２円（税込）
スタンダードタイプのＳＵＧＯＣＡ一体型ＪＱ ＣＡＲＤです。ＩＣ乗車券
としての利用の他、ＪＣＢクレジットカードとしても利用でき、乗るたび、
買うたびにポイントが貯まります。
「ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ
提携企業：
募集開始：
年会費：

ＡＮＡ」について
ＡＮＡ」について
ＡＮＡ
２０１３年３月１５日（金）
初年度無料、年1回以上のご利用で翌年度も無料
※1 年間ご利用がない場合は１,３１２円（税込）
ＡＮＡマイレージクラブカードとしての機能（ご搭乗や各提携先利用
によるマイルの積算、チェックイン不要な「ＳＫｉＰサービス」の提供な
ど）を付帯しており、ＪＱポイントとＡＮＡマイルの相互交換が可能で
す。

「ＢＩＣ ＣＡＭＥＲＡ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」
ＳＵＧＯＣＡ」について
提携企業：
ビックカメラ
募集開始：
２０１３年３月１５日（金）
年会費：
初年度無料、年1回以上のご利用で翌年度も無料
※1 年間ご利用がない場合は１,３１２円（税込）
ビックポイントカード機能を付帯しており、ＪＱポイントとビックポイントの
相互交換が可能です。
このたびのカード発行開始を記念し、入会キャンペーンを実施します（別紙ご参照）。
ＪＣＢとＪＲ九州は、今後もパートナー企業との協業のもと、お客様ニーズに応えるカードサービスを開発し、お客
様の満足度向上に努めてまいります。
以上
＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞
九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部企画部 カード事業室 ＴＥＬ：０９２－４７４－７２５９
株式会社ジェーシービー 総合企画部 広報・ＣＳＲ室

ＴＥＬ：０３－５７７８－８３５３

別紙
１．カード一覧
カード一覧
カード名称

ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ

ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ ＡＮＡ

ＢＩＣ ＣＡＭＥＲＡ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ

提携先

-

全日本空輸㈱

㈱ビックカメラ

-

ＡＮＡマイレージ

カードデザイン

機
能

ＳＵＧＯＣＡ

電子マネー
その他

初年度無料、年１回以上のご利用で翌年度も無料
※１年間ご利用がない場合は１,３１２円（税込）

年会費

基本

ー

主
な
サ

ＳＵＧＯＣＡ

ビックポイント

国内外のＪＣＢ加盟店でショッピング利用できます。
クレジット決済により２００円につきＪＱポイントが１ポイント付与されます。(Ｏｋｉ Ｄｏｋｉポイントは貯まりません）
ＪＲ九州グループ等の施設での特典および割引サービスが利用できます。
会員様限定のきっぷが購入できます。
ＩＣ乗車券の利用
電子マネーの利用
オートチャージサービスの利用

ビ
ス
その他

・マイルの積算
・「ＳＫｉＰサービス」の利用
・マイルとＪＱポイントの相互交換

-

・全国のビックカメラにおいて現金同率
のビックポイントサービスを付与
・ビックポイントとＪＱポイントの相互交換

２．キャンペーン
ご入会キャンペーン

ご利用キャンペーン

期間中に以下の場所でご入会いただくとお買い物券などを進呈します。
ご入会場所

キャンペーン期間

商品

アミュプラザ博多

３月２５日（月）～５月６日（月）

アミュプラザ博多お買い物券
１,０００円分

アミュプラザ小倉/長崎/鹿児島

３月１５日（金）～５月６日（月）

アミュプラザ各施設お買い物券
１,０００円分

大分駅

３月１５日（金）～３月１７日（日）

豊後にわさき市場商品券
１,０００円分

熊本駅

３月２９日（金）～３月３１日（日）

フレスタ熊本商品券 １,０００円分

ビックカメラ（天神1号館・2号館、鹿児島中央
駅店）

３月１５日（金）～９月３０日（月）

ビックポイント １,０００円分

２０１３年３月１５日（金）～５月６日（月）にご入会、かつクレジット決済にて期間中２万円以上ご利用いただいた方全員を対
象に、ＪＱポイント１,０００ポイントを進呈します。

※ビックカメラ（天神１号館・２号館、鹿児島中央駅店）でのご入会キャンペーンは「ＢＩＣ ＣＡＭＥＲＡ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」のみ対象と
なります。
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2013 年 2 月 26 日
全日本空輸株式会社
九州旅客鉄道株式会社
株式会社ジェーシービー

新登場！「
新登場！「 JQ SUGOCA
SUGOCA ANA 」
～ 「JQ カード」「SUGOCA」「ANA マイレージクラブカード」が一体化し、便利な一枚に ～

全日本空輸株式会社（本社：東京都港区，代表取締役社長：伊東
信一郎，以下「ANA」）、九州旅客鉄道株式会
九州旅客鉄道株式会
全日本空輸株式会社
株式会社ジェーシービー
ジェーシービー（本社：東京都
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」）、株式会社
株式会社
ジェーシービー
港区，代表取締役兼執行役員社長：川西 孝雄，以下「JCB」）は、JR 九州が発行するクレジットカード「JQ CARD」と
IC カード｢SUGOCA｣に、「ANA マイレージクラブ」機能を追加した JCB ブランドのクレジットカード「JQ SUGOCA
ANA」の会員募集を、２０１３年３月１５日（金）より開始いたします。
「JQ CARD」
「SUGOCA」
「ANA マイレージクラブカード」の 3 枚のカード機能を一体化することで、クレジッ
トカード、電子マネーとしてのご利用はもとより、JR 九州の列車等のご乗車から、ANA 国内線ご搭乗時に空港端
末にかざすだけで搭乗できる「SKiP」サービスまで、この 1 枚でご利用いただけます。
ポイントやマイレージサービス機能としては、JCB 加盟店でのクレジットカード決済で JQ ポイントが貯まり、
ANA 便などのご搭乗で ANA のマイルが貯まります。さらに「JQ SUGOCA ANA」会員限定のサービスとして、JQ
ポイントと、ANA のマイルの相互交換が可能です。

日常生活やご旅行などあらゆるシーンで便利にお使いいただける「JQ SUGOCA ANA」にぜひご入会ください。

＜カードデザイン＞
カードデザイン＞

＜本件に関する報道機関からのお問合せ先＞
全 日 本 空 輸株式会社 広報室
九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部企画部 カード事業室
株式会社ジェーシービー 総合企画部 広報・CSR 室 竹中・木下

（電話：03-6735-1111）
（電話：092-474-7259）
（電話：03-5778-8353）

カード概要
カード概要
１．カード名称 ： JQ SUGOCA ANA
２．募 集 開 始 ： ２０１３年３月１５日（金）
３．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
４．券

種 ： 一般カードのみ

５. 国際ブランド： JCB のみ
６．発 行 会 社 ： 株式会社ジェーシービー
カード機能
カード機能
１． ANA マイレージクラブカードとしての機能
・ご搭乗や各提携先利用によるマイルの積算
・チェックイン不要な「SKiP サービス」の提供
・「ANA マイレージクラブ」会員向け各種特典・サービスの提供
※本カードは ANA カード（クレジット機能付き）とは異なります。
ANA カード会員向けの特典・サービスはご利用いただけません。
２．SUGOCA としての機能
・ＩＣ乗車券の利用
・電子マネーの利用
・オートチャージサービスの提供
※SUGOCA は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
３． JQ CARD としての機能
・クレジットカード決済による JQ ポイントの付与（２００円につき１ポイント）
※JCB の「Oki Doki ポイント」は貯まりません。
・JR 九州グループ等の施設での特典・割引サービスの提供
４． ＪＣＢカードとしての機能
・国内外のＪＣＢ加盟店でのショッピング利用 （２０１２年９月末時点取扱店契約数：約２,３２７万件）

マイルと
マイルとポイントの
ポイントの相互交換
貯まったマイルと JQ ポイントの相互交換が可能 （JQ SUGOCA ANA 会員のみ対象）
10,000マイル
マイル＝
ポイント（※1)
マイル＝10,000JQポイント

マイル
1,000JQポイント
ポイント＝
マイル（※２）
ポイント＝500マイル

JQポイント
ポイント

※１： 年度内（４月１日～翌年３月３１日）の各種ポイントへの交換マイル数累計が３０，０００マイル（３口）以上の場合、
１０，０００マイル→５，０００ＪＱポイントへの交換になります。
※２： １日に１回のみ交換が可能です。

入会キャンペーン
入会キャンペーン
＜チャンス１
チャンス１＞
期間中に下記ご入会場所で JQ SUGOCA ANA にご入会いただくと、お買い物券または商品券をプレゼント
※ご入会いただく場所により、キャンペーン期間、景品の内容が異なります。
キャンペーン期間
キャンペーン期間
（ご入会申込受付期間）
入会申込受付期間）

ご入会場所

景品

アミュプラザ小倉

アミュプラザ小倉お買物券 1,000 円分

２０１３年３月１５日（金）～５月６日（月）

アミュプラザ長崎

アミュプラザ長崎お買物券 1,000 円分

２０１３年３月２５日（月）～５月６日（月）
２０１３年３月１５日（金）～３月１７日（日）
２０１３年３月２９日（金）～３月３１日（日）

アミュプラザ鹿児島
アミュプラザ博多
大分駅
熊本駅

アミュプラザ鹿児島お買物券 1,000 円分
アミュプラザ博多お買物券 1,000 円分
豊後にわさき市場商品券 1,000 円分
フレスタ熊本商品券 1,000 円分

＜チャンス２
チャンス２＞
２０１３年３月１５日（金）～５月６日（月）の間に JQ SUGOCA ANA ご入会、かつクレジット決済を合計２０，０００円
以上ご利用いただいた方全員を対象に、ＪＱポイント１，０００ポイントをプレゼント
＜チャンス３
チャンス３＞
JQ SUGOCA ANA にご入会のうえ、２０１３年４月１日（月）～６月３０日（日）に ANA 便にマイル積算対象運賃にて
ご搭乗いただいた方全員を対象に、ANA SKY コイン１，０００コインをプレゼント
※JQ SUGOCA ANA に記載の ANA マイレージクラブお客様番号（１０桁）でのマイレージ登録が必要です。
詳しくは、ANA SKY WEB にてご確認ください。

以上

別紙５

2013 年 2 月 26 日
九州旅客鉄道株式会社
株式会社ビックカメラ
株式会社ジェーシービー

「 J Q

S U G O C A 」 と 「 ビ ッ ク ポ イ ン ト カ ー ド 」 が

1

枚 に な っ た

「 B I C C A M E R A J Q S U G O C A 」 ３月１５日
１５日（金）より発行開始
より発行開始！
発行開始！
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）、株式会社ビックカメラ（本
社：東京都豊島区、代表取締役社長：宮嶋 宏幸）、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締
役兼執行役員社長：川西 孝雄）の３社は提携し、JR 九州の「JQ SUGOCA」とビックカメラの「ビックポイント
カード」を一体化させ、国際クレジットカードブランド JCB を付帯した「BIC CAMERA JQ SUGOCA」を 2013 年年
3 月 15 日（金）より発行開始致します。
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」は、流通業界としては初の電子マネーSUGOCA 一体型カードであり、JR 九
州グループとビックカメラをご利用のお客様に、両社で便利でお得にご利用いただけるサービスを提供致しま
す。
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」の特典として、ビックカメラ各店でお買物の際、通常のクレジット払いで付与
される「ビックポイント」（基本 8％）を現金同率の 10％（※）付与し、さらに「JQ ポイント」（0.5％）も併せて付与
致します。対象のビックカメラ店舗では、お申込み日よりご利用頂ける仮カードの発行も実施いたします。また
JQ CARD 会員限定のきっぷ購入や SUGOCA のオートチャージサービスにも対応し、さらにアミュプラザ博多、
博多デイトスでいつでも 5％割引でお買物ができるほか、様々な特典がございます。
※ビックポイントの還元率は時期・店舗・商品により異なる場合がございます。

また、今回の発行開始に伴いまして、JR 九州エリアにある対象のビックカメラ 3 店舖（天神 1 号館、天神 2
号館、鹿児島中央駅店）にて、同日より新規入会キャンペーンを実施します。期間中、該当 3 店舗にてお申込
み頂き、発行となったお客様に、ビックポイント 1,000 ポイントをもれなくプレゼント致します。
今後とも、3 社は互いのノウハウや経営資源を活用し、お客様にとって魅力のあるサービスの提供に努め
て参ります。
詳細につきましては別紙のほか、各社ホームページをご覧ください。
（ホームページでのご案内は 3 月 15 日以降となります）。
ＪＲ九州 http://www.jrkyushu.co.jp/jq/pc/index.html ・ ビックカメラ http://www.biccamera.com/

「BIC CAMERA JQ SUGOCA」
＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞
九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部企画部 カード事業室 TEL：０９２－４７４－７２５９
株式会社ビックカメラ グループ広報 堤・高田 TEL：０３－３９８７－８９２３
株式会社ジェーシービー 総合企画部 広報・ＣＳＲ室 竹中・木下 TEL：０３－５７７８－８３５３

別紙
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」の発行について
1.

募集開始日
2013 年 3 月 15 日（金）

2.

発行するカードの内容
カード名称
BIC CAMERA JQ SUGOCA

カードフェイス

国際ブランド
発行会社

主なサービス

JCB
株式会社ジェーシービー
全国のビックカメラにおいて現金同率のビックポイントサービス
全国の JCB 加盟店（ビックカメラ含む）にてお買物で、JQ ポイント
200 円につき 1 ポイントが貯まります。
ビックポイント、JQ ポイントの相互ポイント交換
JQ 会員限定きっぷの購入
オートチャージサービス
JR 九州グループ等で JQ ＣＡＲＤご利用による割引等の特典提
供

3.

入会申込方法
JR 九州エリアにあるビックカメラ 3 店舖（下記）に申込書をご用意し、店頭では仮カードの即日発行
も実施致します。また、JR 九州の駅や、関連施設にも申込書を設置し、両社ホームページ経由でも
ご入会頂けます。
・ビックカメラ 天神 1 号館
・ビックカメラ天神 2 号館
・ビックカメラ 鹿児島中央駅店

4.

「BIC CAMERA JQ SUGOCA」の発行記念「1,000 ビックポイントプレゼントキャンペーン」
2013 年 3 月 15 日（金）から 9 月 30 日（月）までの期間中に、ビックカメラ 3 店舗にて「BIC CAMERA
ＪQ SUGOCA」にお申し込みのお客様を対象に、ビックポイント 1,000 ポイントをプレゼントします。
※上記期間にお申込みのお客様で 2013 年 10 月 30 日までに発行となったお客様が対象です。
以 上

