平成 24 年 9 月 19 日
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西日本シティ銀行

「キャッシュカード」と「ＳＵＧＯＣＡ」「ＪＱ ＣＡＲＤ」初の一体型カード
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「ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ Ｊ Ｑ ＳＵＧＯＣＡ」を発行します！

西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）と、九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡市 代表取締
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役社長：唐池 恒二、以下「JR 九州」）は、新たな提携カード「ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ Ｊ Ｑ
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ＳＵＧＯＣＡ」
（以下「AIO JQ SUGOCA」）カードを平成 25 年春（予定）から発行することで
合意しましたのでお知らせいたします。
「AIO JQ SUGOCA」は当行と関連会社である九州カード株式会社が共同で発行している
ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥカード（キャッシュカード一体型クレジットカード）と JR 九州が発行して
いるＳＵＧＯＣＡおよびＪＱ ＣＡＲＤが 1 枚になったカードです。
銀行の「キャッシュカード」と「ＳＵＧＯＣＡ」
「ＪＱ ＣＡＲＤ」との一体型カードの発行は、
初めての取り組みとなります。
「AIO JQ SUGOCA」は ATM での現金の出し入れ、列車やバス等の乗車代金の支払い、ショッ
ピングでの割引、さらに電子マネーやクレジットの利用に応じてポイントが貯まるなど、1 枚で
日常生活の様々なシーンで役立つ便利なカードとなっております。
当行は、今後もお客さまの更なる利便性向上に努め、「お客さま目線」でのサービス向上に取
り組んでまいります。

１．提携カード概要
カード名称
カード種類

ALL IN ONE JQ SUGOCA （オールインワン JQ スゴカ）
ベーシック（一般）カード、キャンパス（学生）カード、ゴールドカード、家族カード
＜ベーシックカード、キャンパスカード＞

カードデザイン

クレジット
ブランド

＜ゴールドカード＞

ＶＩＳＡ
・満 18 歳以上の方

お申込み
条件
カード機能
ご留意事項

※学生の方でもお申込いただけます（高校生は除く）
※ゴールドカードの場合、原則として満 30 歳以上、年収 500 万円以上、勤続年数 5 年以
上の方

・ALL IN ONE カード、SUGOCA、JQ CARD の 3 つの機能
※各機能については下記参照

・ご入会には所定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添えない場
合がございます。あらかじめご了承ください。
・ALL IN ONE カードとの重複契約はできません。

２．各カードの機能
（１）ALL IN ONE カードの機能
キャッシュ
カード

ローンカード

・当行の ATM（約 1,300 台）やコンビニ ATM（セブン銀行 ATM、ローソン ATM、
福岡県内の一部のファミリーマート ATM）などでご利用いただけます。
・入会初年度は ATM ご利用手数料が 365 日いつでも無料です。
・学生の方は卒業予定年度まで ATM ご利用手数料が 365 日いつでも無料です。
・急な出費がある場合は、貸越極度額の範囲内で現金をお引出しできます。
・公共料金やクレジットカードのお引落しへの入金を忘れた場合でも、自動的にご
融資し、お引落しできます。

クレジット
カード

・国内・海外の VISA 加盟店におけるショッピングのお支払いや、携帯電話・プロバ
イダー料金・保険料など、日常のお支払いなどにもご利用いただけます。

ポイント

・クレジットカードの利用額 200 円につき 1JQ ポイントが貯まります。
・貯まったポイントは 100 ポイントを 100 円として SUGOCA にチャージし、電子マ
ネーとして利用できます。また、JR 九州旅行券や JR 九州特選商品等に交換す
ることもできます。

（２）ＳＵＧＯＣＡの機能
ＩＣカード乗車券

電子マネー

・JR 九州の列車や相互利用先の列車・バス等でご利用いただけます。自動改札
機の読み取り部に「AIO JQ SUGOCA」を軽くタッチするだけで、改札を通過でき
ます。
・SUGOCA 加盟店および相互利用先の加盟店でのお支払いに事前にチャージし
た電子マネーをご利用いただけます。
※チャージ可能限度額：20,000 円

ポイント

・JR 九州の列車のご利用、SUGOCA ポイント加盟店でのお支払いに電子マネー
を利用した場合、SUGOCA ポイントが貯まります。
・貯まったポイントは 100 ポイントを 100 円として SUGOCA にチャージし、電子マネ
ーとして利用できます。

※相互利用先 ： 株式会社ニモカ「nimoca」、福岡市交通局「はやかけん」、東日本旅客鉄道株式会社
「Suica」、東海旅客鉄道株式会社「TOICA」、西日本旅客鉄道株式会社「ＩＣＯＣＡ」
（平成 24 年 8 月 31 日現在）

（３）ＪＱ ＣＡＲＤの機能
オートチャージ

・電子マネー残額が設定金額以下の時に JR 九州の改札機にタッチするだけで電
子マネーに自動入金できます。

クレジット利用時
の割引特典

・JR 九州グループ等の施設においてクレジットを利用した場合、割引などの特典
を受けることができます。

特典（例）

場所等

特典内容
博多：常時 5％割引 ※書籍、飲食店等一部店舗は 3％割引
小倉・長崎・鹿児島：カード発行後 1 ヶ月間及び期間限定 5％割引
博多：常時 5％割引

アミュプラザ
買物

切符購入
旅行

宿泊

ゴルフ

デイトス
博多阪急
インターネット
JR 九州旅行・
駅旅行センター
九州・西日本内
の駅レンタカー
JR 九州ホテル
ステーション
ホテル小倉
ホテルオークラ JR
ハウステンボス
花べっぷ
JR 内野カントリー
クラブ
グリーンエクスプレス
ゴルフ練習場

JQ ポイント 4 倍（200 円で 1Ｐ⇒4Ｐ）
インターネットの切符購入で割引
JR 九州旅行企画商品 3％割引
駅レンタカー10％割引
宿泊料金 10％割引
宿泊料金 10％割引・レストラン・カフェの飲食代金 10％割引
宿泊料金 20％割引
宿泊料金 500 円割引
プレー料金 5％割引
来場ポイント 2 倍

以 上
本件に関するお問い合わせ先
営業企画部 下・幸野

TEL092‑476‑2764

