
 
 
 

平成 20年 12月 22日 
 
 

～「ｎｉｍｏｃａ」ついに福岡都市圏の一般路線バスに完全導入～ 

路線バス「

西日本鉄道㈱で

カ）」サービス対象

の お知らせいたで 
現在、一般路線

約半数にあたります

能であるほか、福岡

月からサービスを開

今回決定したサ

州地区の一部の路

般路線バス計 595
末までに福岡都市

ようになります。 
当社では、 今後

向上につとめてま 
詳細は下記の通

 

 
◆  「nimoca」一般路

期 間 
 

 
対 象 

 

 
備 考 
 
 

        」サービス対象路線を拡大します

は、福岡県内各地を運行する一般路線バスの「        （ニモ

路線について、来年 3 月までの導入スケジュールを決定いたしました
します。 

バスの nimoca サービス対応車両数は 1,389台で、グループ全体の
。福岡都市圏では東部・糟屋エリアを除くほぼ全ての車両で利用可

と北九州を結ぶ高速バス 4路線や北九州地区の一部の路線でも 10
始しております。 
ービス対象路線は、現在未導入である福岡東部・糟屋エリアと、北九

線です。福岡地区の 9営業所・事業所、北九州地区の 3営業所の一
台で新たに nimoca のご利用が可能となります。これにより、今年度

圏を運行するすべての一般路線バスで nimocaがご利用いただける

もnimocaの利用可能範囲拡大を図り、ご利用のお客さまの利便性

いります。 

りです。 

記 

線バス サービス対象路線拡大の概要 

平成 21年 1月 18日（日）～3月 22日（日） 
［実施日］ 
①1月18日（日） ②2月22日（日） ③3月8日（日） ④3月22日（日） 
の計 4回に分けて実施します。 

○福岡地区は福岡市東部の 4 営業所とグループ会社の 5 事業所で
運行する一般路線バス ･･･ 440台 
○北九州地区は西鉄バス北九州の 3営業所で運行する 
一般路線バス ･･･ 155台 

平成 21年 4月以降、北九州、筑豊、筑後地区に順次導入を完了し、
平成 21年度上期中にはグループの一般路線バス全車両への導入を
完了する予定です。 



 
各地区一般路線バスへの「        」導入スケジュール 
 
①平成 21年 1月 18日（日）導入予定 
導入営業所 新宮営業所、香椎浜営業所、西鉄バス宗像㈱本社、鐘崎支社、新宮

車庫 
導入台数 239台 
導入路線 

4 福岡ﾀﾜｰ南口～西公園～昭和通～天神～名島～千早駅～八田団地～土井営 

4-1 福岡ﾀﾜｰ南口～西公園～昭和通～天神～名島～御幸町～香椎浜営～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ

21 天神～香椎～和白～雁の巣ﾚｸﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ～志賀島小学校前 
21A 天神～（都市高速）～和白～雁の巣ﾚｸﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

天神～（都市高速）～留学生会館～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ～雁の巣・和白 
210 

天神～（都市高速）～留学生会館～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ～新宮・緑ヶ浜 

22 西公園～天神～貝塚～名島～城浜団地～海岸通り～香椎浜営・西鉄香椎 
22-1 西公園～天神～箱崎ふ頭～名島～城浜団地～香椎浜営 

西公園～天神～（都市高速）～城浜団地～運輸支局～香椎浜営 
22N 

西公園～天神～（都市高速）～海岸通り～香椎浜営～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 
西公園～天神～名島～香椎～和白～新宮・緑ヶ浜・高美台一丁目・大蔵・西鉄三苫駅 

23 
西公園～天神～名島～香椎～下原・香椎花園 

23-1 西公園～天神～箱崎ふ頭～名島～西鉄香椎 
23-2 天神～貝塚～香椎ﾊﾟｰｸﾎﾟｰﾄ 
23B 西公園～天神～（都市高速）～香椎～下原 
26 天神～香椎～新宮・緑ヶ浜～古賀～花見～福間駅～東郷～赤間営 

26A 天神～（都市高速）～和白～新宮・緑ヶ浜～福間～赤間営 
29 博多駅～県庁～名島～海岸通り～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ・香椎浜営・西鉄香椎 

29-1 博多駅～県庁～名島～香椎～高美台一丁目 
博多駅～呉服町～（都市高速）～城浜団地～海岸通～香椎浜営 

29N 
博多駅～呉服町～（都市高速）～城浜団地～運輸支局～香椎浜営 

急行 西公園～天神～（都市高速）～平山～夜臼～新宮・緑ヶ浜 
急行 天神～都市高速～森林都市～赤間営・自由ヶ丘・広陵台・日赤看護大学 
特急 赤間営～森林都市～千鳥ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ～都市高速～天神（天神方面のみ） 

行先 

番号 
おもな系統 

 ※上記行先番号においてもｎｉｍｏｃａ未導入の営業所が運行する車両では使用できません 
 
 
 



1 東郷駅～宗像大社～神湊波止場 
1-1 光陽台六丁目～福間駅～宮司団地～津屋崎橋 
1-2 光陽台六丁目～福間駅～東町～津屋崎橋・神湊波止場 
1-3 光陽台六丁目～福間駅～厚生年金ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ～西福間三丁目 
2 東郷駅～東郷橋～公園通り～池野支所～鐘崎車庫～京泊 
2 西鉄香椎～産大南口～宮前～青柳四角～今在家～古賀駅前 
3 赤間営～赤間駅前～ネオポリス～公園通り～池野支所～鐘崎車庫～京泊 
5 西鉄新宮駅～ＪＲ古賀駅・古賀～花見～福間駅～宮司団地～津屋崎橋 
6 赤間営・海老津駅～野間・サンリーアイ～おかがき病院～波津 
7 海老津駅～サンリーアイ～役場西～松ヶ台～海老津駅（両廻り循環） 
8 赤間営・赤間駅南口～森林都市～青葉台入口 

8-1 赤間駅南口～森林都市～自由ヶ丘南西通り 
8-2 赤間駅南口～森林都市～広陵台児童公園前・日赤看護大学 
8-3 赤間駅南口～自由ヶ丘七丁目～朝野第二 
8-4 赤間営・赤間駅南口～バイパス～朝野第二 
 11 東郷駅日の里口～東廻り～東郷駅日の里口 
 12 東郷駅日の里口～西廻り～東郷駅日の里口 
 15 東郷駅日の里口～東大廻り～東郷駅日の里口 
 16 東郷駅日の里口～西大廻り～東郷駅日の里口 
 17 東郷駅日の里口～宗像ユリックス～赤間駅南口・赤間営 
 20 海老津駅～山田峠～遠賀川駅 
 75 赤間営～赤間駅前～泉ヶ丘・ネオポリス一丁目 
131 古賀駅～今在家～青柳四角～こもの 
132 古賀駅～筵内～こもの 
133 古賀駅東口～サンコスモ古賀～大塚団地～こもの 
136 古賀駅～花見・古賀団地～福岡東医療ｾﾝﾀｰ～千鳥駅～舞の里 
 なし 古賀駅東口～古賀工業団地～青柳～グリーンパーク古賀 

行先 

番号 
おもな系統 

 ※上記行先番号においてもｎｉｍｏｃａ未導入の営業所が運行する車両では使用できません 



②平成 21年 2月 22日導入予定 
導入営業所 西鉄バス北九州㈱ 門司営業所、戸畑営業所、蜷田営業所 
導入台数 155台 
導入路線 
  
行先 

番号 
おもな系統 

北九州 

空港 
（エアポートバス） 

下関駅～唐戸～レトロ桟橋通～高速畑～高速葛原～北九州空港 
レトロめかり 

周遊バス 

門司港駅～レトロ展望室～ノーフォーク広場～めかり山荘～ 
第２展望台～門司港駅 

1、2 
戸畑営業所・戸畑駅～戸畑区役所～一枝入口～天籟寺～ 
牧山三丁目～浅生市場～戸畑駅・戸畑営業所 

5 
戸畑渡場～中原～大門～三萩野～城野四角～企救中学校前～蜷田～

上横代・舞ヶ丘団地 
3、7 門司港駅前～レトロ桟橋通～清見一丁目～田野浦・太刀浦 

4 門司港駅前～（レトロ展望室）～旧門司一丁目～和布刈 
42、43 

45 
門司港駅前～黒川～喜多久・柄杓田・門司北高校前 

63 戸畑駅～一枝～金田二丁目～砂津～門司駅～淡島神社～柄杓田 

70 
戸畑渡場～中井口～小倉高校下～砂津～レトロ桟橋通～ 
（東本町二丁目）田野浦 

73 
戸畑駅～一枝～金田二丁目～砂津～レトロ桟橋通～ 
（東本町二丁目）田野浦 

74 戸畑渡場～中井口～小倉高校下～砂津～門司港駅～和布刈 

75 
田野浦～レトロ桟橋通～砂津～厚生年金会館～（上到津）～ 
イオン八幡東ショッピングセンター（東田温泉）～スペースワールド 

76 
田野浦～レトロ桟橋通～砂津～厚生年金会館～上到津～ 
八幡東ニュータウン第一 

6 
田野浦～門司港駅～社ノ木二丁目～砂津～三萩野～守恒～ 
徳力団地～中谷 

94 
田野浦～山手～（門司高校）門司港駅～社ノ木二丁目～砂津～ 
青葉車庫・小倉北区役所 
田野浦～山手～門司港駅～社ノ木二丁目～砂津～ 
青葉車庫・小倉北区役所 

95 
田野浦～山手～門司港駅～社ノ木二丁目～砂津～菜園場～ 
下到津一丁目 

96 
田野浦～山手～門司港駅～社ノ木二丁目～砂津～三萩野～ 
到津の森公園前～北九州パレス前 



行先 

番号 
おもな系統 

11 
舞ヶ丘団地～城野四角～三萩野～一枝～戸畑駅～ 
八幡製鉄所総合センター 

27 
八幡製鉄所総合センター～戸畑駅～一枝～小倉北区役所～ 
小倉駅バスセンター～砂津～明和町～黒原一丁目～ 
霧丘三丁目・湯川新町三丁目 
八幡製鉄所総合センター～（戸畑駅）～一枝～金田二丁目～ 
小倉駅バスセンター～砂津～明和町～黒原一丁目～ 
霧丘三丁目・湯川新町三丁目・舞ヶ丘団地 28 
霧丘三丁目～黒原一丁目～明和町～砂津～小倉駅バスセンター～ 
小倉北区役所～一枝～戸畑駅～旭硝子前 
戸畑渡場（戸畑駅北口）～戸畑駅～鞘ヶ谷住宅前～中央三丁目～ 
黒崎～馬場～小嶺車庫 

40 
若松駅（大橋通）～戸畑駅～鞘ヶ谷住宅前～中央三丁目～黒崎～ 
馬場～小嶺車庫 

41 門司港駅前～黒川～白野江・青浜 

42 
戸畑渡場～戸畑駅～椎ノ木町～（東大谷）～中央三丁目～花尾町～ 
黒崎バスセンター 

44 
戸畑渡場～戸畑駅～大谷入口～東大谷～大蔵～七条～ 
八幡高校・猪倉 

83 
戸畑駅～一枝～金田二丁目～（砂津）～社ノ木二丁目～中二十町～ 
淡島神社 

93 
戸畑渡場～戸畑駅～中原～砂津～広寿山～ 
霧丘三丁目・湯川新町三丁目・サンリブシティ小倉 

170 田野浦～海岸・レトロ桟橋通～（都市高速）～青葉車庫 
175 田野浦～谷町～（都市高速）～青葉車庫 

※上記行先番号においてもｎｉｍｏｃａ未導入の営業所が運行する車両では使用できません 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



③平成 21年 3月 8日（日）導入予定 
導入営業所 土井営業所、西鉄バス筑豊㈱篠栗支社 
導入台数 104台 
導入路線 

行先 

番号 
おもな系統 

3 土井営～流通ｾﾝﾀｰ公園前～火の見下～千早駅前～西鉄香椎 
4 福岡ﾀﾜｰ南口～西公園～昭和通～天神～名島～千早駅～八田団地～土井営 

4-1 福岡ﾀﾜｰ南口～西公園～昭和通～天神～名島～御幸町～香椎浜営～ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ

24 天神～名島～香椎参道～舞松原～八田団地～土井営～卸会館前 
24C 天神～（都市高速）～松島五丁目～八田団地～土井営 
27 西公園～昭和通～天神～名島～香椎参道～青葉小学校前～みどりヶ丘団地入口 

27Ｂ 西公園～天神～（都市高速）～香椎参道～青葉小学校前～みどりヶ丘団地～篠栗駅 

27N 西公園～天神～(都市高速)～城浜団地～香椎参道～香椎東小学校～みどりヶ丘団地入口 

28B 西公園～昭和通～天神～（都市高速）～青葉台入口～土井団地 
72 西公園～昭和通～天神～多々良～土井団地～猪野 

72Ｃ 天神～（都市高速）～松島五丁目～多々良～土井団地 
73 博多駅～二又瀬～流通センター～若宮一丁目～土井団地 
74 天神～蔵本～吉塚駅前～津屋本町～坪見～上脇田 

74C 天神～蔵本～都市高速～津屋本町～坪見～上脇田 
75 天神～吉塚駅前～多々良～みどりヶ丘団地入口 
31 西公園～天神～蔵本～二又瀬～粕屋町役場～篠栗～日の浦口～二瀬川 
310 西公園～天神～都市高速～長者原～篠栗～日の浦口～二瀬川 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



④平成 21年 3月 22日（日）導入予定 
導入営業所 宇美営業所、西鉄バス二日市㈱宇美支社 
導入台数 97台 
導入路線 

行先 

番号 
おもな系統 

2 ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡～志免～下宇美～上宇美 
3 福岡空港～志免～宇美営業所 
5 福岡空港～亀山・別府～新生～佐谷 
11 JR南福岡駅～西鉄雑餉隈駅入口～乙金～上宇美～障子岳 
32 西公園～天神～昭和通～博多駅～空港通～志免～上宇美・原田橋・極楽寺 

33 博多駅～空港通～志免～JR宇美駅～障子岳・極楽寺 
34 西公園～天神～妙見～亀山～志免～上宇美・原田橋・極楽寺 
36 天神～妙見～ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡～須惠～新原～宇美営 
37 博多駅～志免～四王寺坂 
 38 博多駅～榎田町～福岡空港～月隈団地～ひばりヶ丘団地 
 39 福岡ﾀﾜｰ南口～（都市高速）～博多駅～空港通～月隈団地～桜ヶ丘第五・上宇美 

39Ｂ 博多駅～豊二丁目～東平尾公園入口～月隈団地～ひばりヶ丘団地 
370 天神～（都市高速）～月隈団地～坂瀬～志免～上宇美 
390 天神～（都市高速）～月隈団地～桜ヶ丘～ひばりヶ丘～上宇美 
なし 上障子岳～宇美営業所 
なし 福岡空港～イオンモール福岡ルクル 

  
 
 

 


