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三越伊勢丹グループ エムアイカード×株式会社ニモカ
－2019 年 10 月 25 日（金）より交通系電子マネー搭載の提携クレジットカード発行開始－

株式会社三越伊勢丹ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員（CEO）：杉
江 俊彦）の子会社である株式会社 エムアイカード（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員：中村
隆之）は株式会社ニモカ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：吉田 哲治）との提携により、交通系
IC カード「nimoca」の機能を一体化した新しいクレジットカード『nimoca MICARD（ニモカ エムアイカード）』の
募集を 2019 年 10 月 25 日（金）より開始いたします。
＜nimoca MICARD（ニモカ エムアイカード）＞

＜nimoca MICARD GOLD（ニモカ エムアイカード ゴールド）＞

「nimoca MICARD」は、この一枚で全国相互利用が可能な交通系 IC カードの機能や残額が少なくなったら
自動的にクレジット決済でチャージできるオートチャージ機能、さらには、定期券機能も一枚のカードに搭載できるク
レジットカードです。カードのご利用で nimoca ポイントが貯まり、そのポイントを電子マネー残高にチャージ（ポイン
ト交換）することで、電車、バスをはじめとする交通系 IC カード電子マネー加盟店で幅広くご利用いただくことがで
きる便利なカードです。
エムアイカードの特典として、ソラリアプラザや天神地下街をはじめとしたポイントアップ加盟店でお得に nimoca ポイ
ントを貯められます。また、ゴールドカードなら Visa 加盟店のご利用での 2 倍ポイントや国内外の空港ラウンジや保
険サービスの付いたさらにお得なカードとなります。
この度、新しいカードの誕生を記念しまして、2020 年 3 月まで新規でご入会いただいた方を対象にご入会キャン
ペーンを実施いたします。「nimoca MICARD」に関する特典・サービス、および入会キャンペーンの詳細は以下の
通りです。

［nimoca MICARD 誕生記念キャンペーン 概要］
・ 実施期間 2019 年 10 月 25 日（金）～2020 年 3 月 31 日（火）
・ 概要 カードのご入会とご利用で最大 1,000 ポイント（1,000 円相当）をプレゼント
① ご入会特典
… 期間中の新規ご入会でもれなく 500 ポイントをプレゼント
② ご利用特典
… ご入会月を含む 3 カ月間に当該クレジット払い 5,000 円（税込・合算可）以上のご利用で
さらに 500 ポイントをプレゼント

1．nimoca MICARD（ニモカ エムアイカード）の特徴
① 交通系 IC カードとして、全国の相互利用エリアの電車・バスにカードをタッチするだけでご利用できます。
② お買物では、クレジット利用でも IC カード利用でもポイントが貯まります。エムアイカードのおすすめ加盟店で
はクレジット利用によりポイントアップでお得に貯められます。また、福岡市の商業施設「ソラリアプラザ」でクレジ
ット払いをご利用いただきますと、ご請求時に請求額から５％お値引きいたします。
③ オートチャージサービスで、残額が少なくなったら自動的にチャージされます。オートチャージのクレジット決済分
にもポイントが貯まります。
④ 貯めたポイントは、nimoca ポイント交換機にて「1 ポイント＝1 円」で電子マネーへ交換して、バスにも、電車
にも、お買物にも使えます。
⑤ ゴールドカード限定サービスとして、国内の主要空港や海外の提携空港のラウンジを無料でご利用いただける
ほか、各種保険（国内外の旅行・ショッピング保険）などさまざまなサービスをご用意しております。

2．お申し込み方法（予定）
■募集開始日時：2019 年 10 月 25 日（金）10 時 入会受付募集開始。
■専用 URL ：https://www.micard.co.jp/app/micardapply/kiyaku?cpn_cd=nimoca
※専用 URL は 10 月 25 日（金）10 時公開予定です。

3．『nimoca MICARD』概要
nimoca MICARD は、①MICARD（クレジット）②nimoca（交通系電子マネー）を搭載しております。
[カード仕様について]
名称

nimoca MICARD

nimoca MICARD GOLD

カード種類

国際ブランド

Visa

カード発行会社

株式会社 エムアイカード

付与ポイント
ポイントの利用方法

nimoca ポイント
nimoca ポイント交換機にて電子マネーへ交換可能
※ポイント交換率：1 ポイント⇒1 円

年会費

契約者
家族カード

無料

税込 11,000 円
発行なし

ポイント

三越伊勢丹グループ

付与率

百貨店

（クレジ

エムアイカード

ット決

ポイントアップ加盟店

済）

海外利用
VISA 加盟店

ご利用額の 1.0％

ご利用額の 1.5％

(税込 200 円につき 2 ポイント)

(税込 200 円につき 3 ポイント)

ご利用額の 1～2.5％

ご利用額の 1.5～3%

(税込 200 円につき 2～5 ポイント)

(税込 200 円につき 3～6 ポイント)

ご利用額の 1.0%

ご利用額の 1.5%

(税込 200 円につき 2 ポイント)

(税込 200 円につき 3 ポイント)

ご利用額の 0.5％

ご利用額の 1.0％

(税込 200 円につき 1 ポイント)

(税込 200 円につき 2 ポイント)

0.5％

0.5％

(200 円につき 1 ポイント)

(200 円につき 1 ポイント)

オートチャージ・クイッ
クチャージ
ポイント

電子マネー利用・決

付与

済

nimoca 導入事業者のバス・鉄道のご利用や nimoca 加盟店でのお買物

（電子

でポイントが貯まります。

マネー決

※ポイント付与率は店舗等により異なります。

済）
付帯

クレジット nimoca

サービス

共通サービス

「ソラリアプラザ」でのお買物が毎日 5%オフ（請求時、請求額から５％お値引き）
※一部対象外の店舗がございます。詳しくはソラリアプラザのホームページをご確認ください。
※電子マネー決済は対象外となります。

定期券搭載、オートチャージサービス
エムアイカード

国内・海外旅行傷害保険

ゴールドカード
サービス

海外旅行:最高１億円
国内旅行:最高 5,000 万円

ショッピング保険

年間 300 万円まで補償
(購入日から最大 90 日間)

空港ラウンジサービス

国内 29 空港、海外 2 空港のラウンジが利用
可能

Web サービス

LUXA RESERVE、一休.com プラチナ会員
ラグジュアリーホテル予約サービス等

※カードの内容やキャンペーンに関する詳細は株式会社 エムアイカードのホームページを
ご確認ください。（URL：https://www2.micard.co.jp/card/nimoca.html ）
右記二次元コードからもご確認いただけます。10 月 25 日（金）10 時公開予定です。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 エムアイカード 経営企画部
電話（03）6635-5586
株式会社ニモカ 営業企画部
電話（092）452-8730

