
                               

                                             

 

                      
 

 

平 成 2 7 年 2 月 2 5 日 

株式会社ＪＲ大分シティ 

 

ＪＲおおいたシティで使える「ＪＱ ＣＡＲＤ」特典のお知らせ 

～ＪＱ ＣＡＲＤに入会して「アミュプラザおおいた」プレオープンに行こう！～ 

 

 

ＪＲおおいたシティでおトクに使えるＪＲ九州グループのクレジットカード「ＪＱ ＣＡＲＤ」特典

の詳細をお知らせいたします。 

 

１ 「ＪＱ ＣＡＲＤ」特典  

(1) 「アミュプラザおおいた」プレオープン（４月１５日予定）ご招待 

(2) 毎週日曜日は５％オフ 

(3) 年数回は１０％オフ 

(4) カード発行後１ヵ月間５％オフ 

(5) お買上に応じてＪＱポイントが貯まります 

※ (1)は今回新しく追加された特典です。 

※ (2)は「年５０日程度の５％オフ」の詳細です。 

※ (3)の特典について、アミュプラザおおいた開業前にご入会いただいたお客さまは、開業後から 

１ヵ間特典をご利用いただけます。 

※ 特典は一部対象外となる店舗がございます。 

※ 特典はアミュプラザおおいた開業後にＪＱ ＣＡＲＤによるお買物でご利用いただけます。 

 

今後も「ＪＲおおいたシティ」でご利用いただけるＪＱ ＣＡＲＤ特典を続々発表する予定です。 

ご期待ください。 

 

２ 「ＪＱ ＣＡＲＤ」とは 

多様化するライフスタイルに合わせておトクにポイントがたまり、交通・ショッピング・旅行などあ

らゆるシーンでお使いいただける、ＪＲ九州グループのクレジットカードです。  

 

◎「ＪＱ ＣＡＲＤ」のここが凄い 

・様々なニーズにお応えする１６券種の多彩なラインナップ。 

  ・インターネット列車予約で「ＪＱ ＣＡＲＤ」会員限定の割引きっぷの購入や、ＪＲ九州旅行企画商

品の割引など鉄道に関する多数の特典をご利用いただけます。 

  ・ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」と連動し、おトクにポイントを貯めることができます。 

  ・全九州のアミュプラザでのお買い物、ＪＲ九州グループの宿泊施設などでおトクな特典をご利用い

ただけます。 
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３ お申込方法 

(1)  特設ブースもしくは銀行窓口によるお申込み 

・特設ブースでのお申込み（大分駅構内） 

対象カード：クレディセゾン、ＪＣＢ、イオンクレジットサービス、エポス発行のカード 

※カード会社により申込受付を実施していない日がございます。 

・銀行窓口でのお申込み（大分銀行、豊和銀行の各本支店窓口） 

対象カード：大分銀行、豊和銀行の各提携カード 

※申込開始日時などの詳細は各銀行にお問い合わせください。 

(2) 郵送もしくはＷＥＢによるお申込み 

・各社指定の申込書を使用しての郵送、もしくはＷＥＢ登録による入会のお申込みができます。 

 

４ その他 

 ・ＪＱ ＣＡＲＤについてのその他の詳細は、別紙資料をご確認ください。 

・ＪＲおおいたシティのホームページにもＪＱ ＣＡＲＤについての情報を記載しております。是非こち

らもご覧ください。 

 

ＪＲおおいたシティホームページ URL：http://www.jroitacity.jp/ 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

㈱ＪＲ大分シティ 担当：松田、加藤     

℡（097）513-7120 

http://www.jroitacity.jp/


 別紙  
 

ＪＱ CARD 詳細について 

（1）ＪＱポイント 

きっぷ、定期券の購入や SUGOCA へのオートチャージはもちろん、お買い物でのお支払い時にＪＱ ＣＡＲＤ

を使うと、お買い上げ金額 200 円（税込）ごとに 1 ポイントのＪＱポイントが貯まります。貯まったＪＱポイン

トは、以下のものに交換してご利用いただけます。 

ＳＵＧＯＣＡ電子マネーに交換  
ＪＱポイントを１ポイント１円として、100 円単位で SUGOCA に入金（チャージ）して電車

やＳＵＧＯＣＡ加盟店で電子マネーとしてご利用できます。  

ＪＲ九州旅行券に交換 ３，０００ポイント ⇒ ３，０００円分 

ＪＲ九州ショッピングチケット等

に交換 

アミュプラザ博多・小倉・長崎・鹿児島・アミュエスト・博多デイトスのショッピングチケット  

２，０００ポイント ⇒ ２，０００円分  ５，０００ポイント ⇒ ５，０００円分 

（２）各種特典 

ＪＲ九州グループの施設等においてご利用いただいた場合、各種特典を受けることができます。 

特典  施設等  特典内容  

ショッピング  アミュプラザ博多 ・常時 5%割引（東急ハンズ含む）  

（一部対象外店舗あり） アミュエスト ※書籍、飲食店、食品店等一部店舗では 3%割引  

  博多デイトス  ・年に数回、10％割引キャンペーン 

    ・年に数回、分割手数料無料キャンペーン 

  
博多阪急  

・ 常時 2%相当のＪＱポイントプレゼント 

  （200 円で 4 ポイント）  

  アミュプラザ小倉・ ・ カード発行後 1 ヶ月間は 5%割引  

  長崎・鹿児島  ・ 年に数回、期間限定で 5％割引キャンペーンあり  

列車予約  

インターネット ・インターネット列車予約で会員限定割引きっぷ購入可能 

ＪＲ九州旅行支店・ ・ＪＱ ＣＡＲＤ提示でＪＲ九州旅行企画商品 3％割引 

駅旅行センター  （一部対象外商品あり） 

旅行  全国の駅レンタカー営業所 ・基本料金 10％割引（適用除外日あり） 

宿泊  

  

ＪＲ九州ホテル  
・宿泊料金 10%割引 （JＱ ＣＡＲＤ会員の方がホテルに直

接お電話にてご予約をいただいた場合に適用） 

ステーションホテル小倉  ・宿泊料金 10%割引・レストラン・カフェの飲食代金 5%割引  

  花べっぷ  ・宿泊料金 500 円割引  

  ホテルオークラＪＲハウステ

ンボス 

・宿泊料金20％割引（ＪＱ CARD会員の方がホテルに直接

お電話にてご予約をいただいた場合に適用） 

※特典は予告なく変更する場合がございます。詳しくはＪＱ ＣＡＲＤホームページ（http://www.jrkyushu.co.jp/jqcard）をご覧ください 

 

 

 

 

 



（３）ＳＵＧＯＣＡオートチャージサービス   

ＳＵＧＯＣＡの残額が設定金額以下の時に、ＪＲ九州のＳＵＧＯＣＡご利用可能エリア内の自動改札機にタッチ

して入場すると、設定金額をＳＵＧＯＣＡに自動的に入金（チャージ）される機能です。 

入金（チャージ）された金額はＪＱ ＣＡＲＤでお支払いとなるため、ＪＱポイントも貯まり大変お得です。 

（４）カードラインナップ 

 

カード会社 クレディセゾン 三菱UFJニコス 三菱UFJニコス

提携先 - - -

カード名称 JQ CARD セゾン JQ CARD（MUFGカード） JQ CARD GOLD（MUFGカード）

カード会社 JCB JCB JCB

提携先 - 全日本空輸 ビックカメラ

カード名称 JQ SUGOCA JCB ＪＱ　SUGOCA ANA BIC CAMERA JQ SUGOCA

カード会社 大分カード イオン銀行 イオン銀行

提携先 大分銀行 - 日本航空

カード名称 Ｍｅｌｏｄｙ plus ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ JQ SUGOCA JMB JQ SUGOCA

カード会社 九州カード 九州カード 九州カード

提携先 豊和銀行 豊和銀行 西日本シティ銀行

カード名称 なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ　ＧＯＬＤ ALL IN ONE JQ SUGOCA

カード会社 九州カード 九州カード 九州カード

提携先 西日本シティ銀行 南日本銀行 南日本銀行

カード名称 ALL IN ONE JQ SUGOCA　GOLD WAZZE JQ SUGOCA WAZZE JQ SUGOCA GOLD

カード会社 エポスカード

提携先 -

カード名称 ＪＱ ＣＡＲＤ エポス

券面

デザイン
- -

券面

デザイン

券面

デザイン

券面

デザイン

券面

デザイン

券面

デザイン


