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別紙

■ 「ANA nimoca」 概要
基本情報

カード名称
年会費
発行対象

ANA VISA nimoca カード
初年度：年会費無料

愛称：ANA nimoca（エーエヌエーニモカ）

※2018 年 3 月 31 日（土）（消印有効）まで。

次年度以降：本会員 2,000 円（税抜き） 家族会員 1,000 円（税抜き）
原則として、18 歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。
または高校生を除く 18 歳以上で学生の方。
＜貯める＞
・ANA グループ便・提携航空会社へのご搭乗、旅や暮らし、提携パートナーでのご利用で貯まる。

ANA マイル

・ご入会、ご継続でボーナスマイル（1,000 マイル）プレゼント。

カード特典 （
ポイント・
マイル）

・ANA 国内線・国際線ご搭乗ごとに割増ボーナスマイルをプレゼント。
＜交換する＞
・nimoca ポイントのほか、特典航空券、ANA SKY コインなどに交換できる。
＜貯める＞
・西鉄電車、西鉄バス、nimoca 導入の交通事業者への IC カードでのご乗車や nimoca 加盟店での

nimoca ポイント

電子マネーのご利用で nimoca ポイントが貯まる。
＜交換する＞
・貯まった nimoca ポイントは 1 ポイント＝1 円で nimoca 残額に交換できる。
＜貯める＞

ワールドプレゼント
のポイント

・世界中の Visa 加盟店でのショッピングで貯まる。 *1,000 円（含む消費税等）ごとに 1 ポイント
・nimoca オートチャージ、クイックチャージサービスのご利用、定期券のご購入で貯まる。
＜交換する＞
・マイルや景品に交換できる。

ポイント・
マイル交換

・10,000 マイル ⇒ 10,000 nimoca ポイント
nimoca ポイント ⇔
マイル相互交換

※10,000 マイル以上、10,000 マイル単位（交換上限なし／移行手数料無料）

・10 nimoca ポイント ⇒ 7 マイル
※10nimoca ポイント以上、10nimoca ポイント単位（交換上限なし／移行手数料無料）
※加盟店（例：商業施設など）でのお買い物などで貯まる「センターポイント」のみ

ワールドプレゼント
のポイント ⇒ マイル交換
付帯保険

・10 マイルコース：1 ポイント＝10 マイル（移行手数料 税抜 6,000 円）
・ 5 マイルコース：1 ポイント＝5 マイル（移行手数料 無料）
※ボーナスポイントとプレミアムポイントは 1 ポイント＝3 マイル（移行手数料無料）

・海外旅行傷害保険 最高 1,000 万円

その他

・国内航空傷害保険 最高 1,000 万円
・SKiP 機能

その他機能

・nimoca 機能
・オートチャージ・クイックチャージ機能
・定期券機能（nimoca 導入の交通事業者が発行する定期券）

■ 誕生記念キャンペーン （最大 7,000 マイル ＋ 1,000 nimoca ポイント プレゼント）
１．入会でプレゼント
【特 典】 通常特典 1,000 マイル ＋ キャンペーン限定 1,000 マイル ＋ キャンペーン限定 500nimoca ポイント
【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 4 月 30 日（月・祝）に入会された方
※当日消印有効／インターネット入会は受付完了分
※マイル特典はＡＮＡホームページでの参加登録が必要

２．搭乗でプレゼント
【特 典】 最大 2,000 マイル（国内線：500 マイル 国際線：1,500 マイル）
※特典マイル数はＡＮＡグループ運航便への対象運賃でのご搭乗回数に応じて変動

※対象路線（国内線）：全 ANA グループ運航路線 ※IBEX エアラインズ、ソラシドエア、AIRDO、スターフライヤー、オリエンタルエア
ブリッジが運航するコードシェア便は、ANA（NH）便名で予約・搭乗した場合のみ対象
※対象路線（国際線）：全 ANA グループ運航路線 ※他社運航のコードシェア便は対象外
※対象運賃
：全マイル積算対象運賃
※事後登録
：日本時間で 2018 年 6 月 30 日（土）積算分まで

【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 5 月 31 日（木）に ANA 便にご搭乗された方
※ＡＮＡホームページでの参加登録が必要
※事後登録は 2018 年 6 月 30 日（土）まで

３．利用でプレゼント
その①
【特 典】 最大 3,000 マイル（1 万円～5 万円未満：500 マイル、5 万円以上：3,000 マイル）
【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 5 月 31 日（木）に ANA カードマイルプラス提携店舗にてクレジットを
ご利用された方
〔対象店舗〕 セブンイレブン、マツモトキヨシ、ENEOS、イトーヨーカドー、ANA 機内販売、西鉄ホテルズ、京急 EX イン、
三井ガーデン・モントレー、ニッポンレンタカー、ヤマダ電機 LABI、紳士服のコナカ、紳士服おフタタ、はるやま、
大丸・松坂屋、阪急百貨店、阪急メンズ、阪神百貨店、高島屋、ダイソン、コンタクトのアイシティ

その②
【特 典】 500 nimoca ポイント

【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 5 月 31 日（木）までにオートチャージ・クイックチャージをご利用された方

■ さらに、ワールドプレゼントのポイントがもらえます
その①
【特 典】 ワールドプレゼントのポイントが最大 1,500 ポイント（15,000 マイル相当）
※10 マイルコースでマイルを移行した場合

【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 4 月 30 日（月）に入会された方
※三井住友カードホームページでのエントリーが必要
〔内
容〕 キャンペーン期間中、「マイ・ペイすリボ」へご登録のうえ、リボ払いのご利用金額（税込）に応じてワールドプレゼントの
ポイントをプレゼント
〔利用金額〕 10 万円～50 万円未満
： 500 ポイント
50 万円～100 万円未満 ： 1,000 ポイント、
100 万円以上
： 1,500 ポイント

その②
【特 典】 ワールドプレゼントのポイントが最大 400 ポイント（4,000 マイル相当）
※10 マイルコースでマイルを移行した場合

【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 4 月 30 日（月・祝）に入会された方
※三井住友カードホームページでのエントリーが必要
〔内
容〕 キャンペーン期間中、「家族カード」へ入会のうえ、「家族カード」のご利用金額（税込）に応じてワールドプレゼントの
ポイントをプレゼント
〔利用金額〕 3 万円以上 ： 400 ポイント

その③
【特 典】 ワールドプレゼントのポイントが最大 600 ポイント（6,000 マイル相当）
※10 マイルコースでマイルを移行した場合

【対

象】 2017 年 12 月 13 日（水）～2018 年 4 月 30 日（月・祝）に入会された方
※三井住友カードホームページでのエントリーが必要
〔内
容〕 キャンペーン期間中、「ANA 銀聯カード」へ入会のうえ、「ANA 銀聯カード」のご利用金額（税込）に応じてワールドプレゼ
ントのポイントをプレゼント
〔利用金額〕 5 万円以上：600 ポイント

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

