〈平成 28 年 2 月 29 日発表〉

＜平成 28 年 9 月 23 日＞

期間限定 10 月 1 日 （ 土 ） ～ 16 日 （ 日 ）

~抽選で柳川ならではの特産品や nimoca ポイントが当たります！~
● （株）ニモカ（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：城代寛昭）では、平成 28 年 10 月 1 日(土)
から 10 月 16 日（日）の期間限定で、
「おいでめせ柳川 !! 秋の電子マネーキャンペーン」を実
施いたします。
● 当キャンペーンは、期間中に柳川地区の飲食店や観光施設等、nimoca 加盟店 33 店舗で全国交通
系 IC カードの電子マネーをご利用いただいたお客さまを対象に実施するものです。店頭にご用意
している専用応募ハガキまたは Web でご応募いただくと、柳川ならではの特産品や nimoca ポイ
ント（1000 ポイント）が抽選で当たります！
● また、応募者のうち、西鉄電車・バスで交通系 IC カードを利用された方の中から抽選で 20 名さ
まにステキな賞品が当たる W チャンスも実施いたします！
● ぜひこの機会に柳川に足をお運びいただき、古き良き風情をお楽しみください。

「おいでめせ柳川!! 秋の電子マネーキャンペーン」の概要
【実施期間】

平成 28 年 10 月 1 日（土） ～ 10 月 16 日（日）

【対象者】

柳川地区の対象加盟店で全国交通系 IC カードの電子マネーを利用された方

【 対象店舗】

柳川地区の 33 店舗 ※詳細は次項をご参照ください。

【対象カード】

nimoca およびその他の全国交通系 IC カード
※PiTaPa はご利用いただけません。

ＰｉＴａＰａ

【 賞 品 】

①柳川ならではの特産品（各 10 名さま）
・柳川観光開発「川下りペア乗船券」
・北原白秋生家・記念館「うた絵本」
・高橋商店「ゆずすこ・のりクロ・貝柱粕漬カップセット」
・おいでメッセ柳川「柳川のお手軽朝ごはんセット」
・おいでメッセ柳川「うなむすび（5 個）
」
②nimoca ポイント 1,000 ポイント（150 名さま）
※対象カードはスターnimoca 、クレジット nimoca です。
※nimoca ポイントの当選者は 11 月末までにポイントをおつけいたします。

【応募方法】

①Web
nimoca ホームページ内の専用応募フォームより必要事項を入力してご応募くださ
い。
http://www.nimoca.jp/
②ハガキ
柳川地区の対象加盟店で専用応募ハガキを受け取り、投函箱もしくは郵便にてご応
募ください。
※柳川駅 2Ｆ改札、福岡（天神）駅北口精算所前、西鉄ストアレガネット柳川に設
置の投函箱に投函される場合、切手は不要です。
※電子マネーを利用されたカード 1 枚につき、1 回の応募とさせていただきます。
※当選結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【応募締切日】

Web での応募
投函箱での応募
郵便での応募

10 月 17 日（月）
10 月 16 日（日）
（各設置場所の営業時間まで）
10 月 17 日（月）（消印有効）

W チャンスの概要
【Ｗチャンス対象者】

上記応募者のうち、期間中、西鉄電車・バスで全国交通系 IC カードを利用した方

【 賞 品 】

抽選で 20 名さまにステキな賞品をプレゼントいたします。

【対 象 店 舗 】
カテゴリー

加盟店名
和食の店

電話番号

しげちゃん

0944-72-0026

福泉操

0944-73-5760

リンガーハット

福岡柳川店

カレーハウス CoCo 壱番屋
お食事・喫茶

コメダ珈琲店

福岡柳川店

ゆめモール柳川店

遊食膳

0944-74-0655
090-3739-0340

六騎

0944-74-0211

高橋商店・西鉄柳川駅前店

0944-72-0829

高橋商店・高橋總本舗

0944-73-6272

ケーキのカトウ
柳川観光開発

上宮永店

0944-72-3853

松月乗船場

0944-72-6177

北原白秋生家
フタタ

0944-72-2102

メガネは野口屋

0944-72-6112

西鉄ストアレガネット柳川

0944-74-5800

新生堂薬局

柳川駅前店
柳川駅前店

新生堂薬局
そうごう薬局

柳川店
柳川本城町店

0944-74-8771
0944-75-6180
0944-73-4101

天心堂

梅崎薬局

0944-73-1764

天心堂

梅崎薬品

0944-72-6289

ローソン

西鉄柳川駅

0944-77-7475

ローソン

柳川蒲船津

0944-72-2003

ローソン

柳川本町

0944-75-6070

ローソン

柳川筑紫

0944-72-0339

柳川上宮永

0944-72-7766

ローソン

考 】

0944-72-6773

柳川店

ドラッグ新生堂

【 参

0944-72-4963

駅待合所

北原白秋記念館

交通機関

0944-72-0069

紅茶の店 リバーフロー

柳川観光開発

薬局
スーパー
コンビニ

0944-77-6001
0944-73-6884

民芸茶屋

ファッション

0944-74-8505

つむら

グロット

観光施設

0944-74-1551

◯勝

柳川料理

洋菓子
お土産品

0944-72-7722

古蓮

柳川西鉄タクシー㈱

（配車予約）

0944-72-2128

＜柳川地区でチャージができる場所＞
西鉄柳川駅 2F (IC 対応券売機、電車チャージ機)
定期券発売所、西鉄ストアレガネット柳川、ローソン他コンビニ各店

本件に関するお問い合わせは、nimoca コールセンター（0570-092-111）まで

