
 

 
  

平成 20年 9月 5日 
 

西日本鉄道株式会社 
株 式 会 社 ローソン 

 
 
 
 

 

        のローソンご利用可能店舗が拡大！ 
さらに18店舗が仲間入り 

 

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：竹島和幸、以下

「西鉄」）と株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：新浪剛史、以下

「ローソン」）は、西鉄 IC カード『        （ニモカ）』の電子マネーご利用可能店舗を順次

拡大中です。 

9 月 8日（月）からは現行の 1

線沿線の 18店舗にてご利用いた

nimoca 電子マネーは、お

だいております。また、西鉄路線

可能店舗拡大が日常生活におけ

ンビニ機能の強化につながると考

なお、西鉄とローソンでは今後

バス沿線など福岡県内合計で約

詳細は下記の通りです。 
 

 
◆ 西鉄 ICカード『        』 

 
開 始 日  平成 20
 
内 容 ローソンで
 
拡大店舗  福岡都市

※これによ
 
今後の導入予定 10 月まで

への拡大
 

 

 

 

 

7店舗に加えて、新たに福岡都市圏および西鉄天神大牟田

だけるようになります。 

支払い時に小銭を用いないスムーズな決済がご好評をいた

バスの導入路線も順次拡大していることから、今回のご利用

る nimoca のより一層の利便性向上ならびにローソンのコ
えております。 

もご利用可能店舗の拡大を図り、10 月までに、西鉄の鉄道・

50店舗への nimoca 導入を予定しております。 

記 

 ローソンご利用可能店舗拡大の概要 
 
1

年 9月 8日（月） 

のお買い物の決済手段として nimoca を使用できます 

圏および天神大牟田線沿線のローソン 18店舗（次頁参照） 
り、9月 8日時点でのローソン加盟店数は 35店舗となります 

に、西鉄の鉄道・バス沿線など福岡県内合計で約 50 店舗
を予定しております 



◎nimoca ご利用可能店舗 拡大店舗一覧（9月 8日） 

エリア 店 名 所在地 

電気ビル北館店 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 

薬院大通り店 福岡市中央区薬院 2-3-7 

大名二丁目店 福岡市中央区大名 2-10-38 

福岡市役所店 福岡市中央区天神 1-8-1 

渡辺通四丁目店 福岡市中央区渡辺通 4-11-2 

福岡市中央区 

平尾駅前店 福岡市中央区平尾 2-5-8 

店屋町店 福岡市博多区店屋町 1-25 

博多大博町店 福岡市博多区大博町 6-13 

麦野四丁目店 福岡市博多区麦野 4-36-25 

福岡市博多区 

博多駅大博通り店 福岡市博多区博多駅前 1-4-1 

LP福岡大橋駅西口店（※） 福岡市南区大橋 1-19-10 福岡市南区 

福岡大橋駅前店 福岡市南区大橋 1-2-8 

福岡ソフトリサーチパーク店 福岡市早良区百道浜 2-1-22 福岡市早良区 

福岡百道浜一丁目店 福岡市早良区百道浜 1-7-4 

福岡市東区 福岡若宮五丁目店 福岡市東区若宮 5-3-45 

太宰府市 都府楼駅前店 福岡県太宰府市通古賀 3-16-15 

小郡市 小郡大保駅前店 福岡県小郡市大保字西小路 1222-7 

久留米市 久留米市場通店 福岡県久留米市野中町字蔵下 1265-2 

  ※「LP」とは、ローソンプラスの略です 
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http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=50966&scl=70000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=30784&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=49453&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=35776&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=35737&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=48236&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=33350&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=48633&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=30767&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=34815&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=26751&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=28771&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=28761&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=29529&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=34052&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=30627&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=24524&scl=25000
http://map.lawson.co.jp/c/f/?uc=119&tempo_id=35762&scl=25000
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＜参考資料＞ 
 ■これまでに導入した店舗 

エリア 店 名 所在地 

西鉄福岡天神駅店 福岡市中央区天神 2-11-2 

スマイル天神店 福岡市中央区天神 2-2-67 

地行三丁目店 福岡市中央区地行 3-29-16 

天神二丁目店 福岡市中央区天神 2-13-17 

天神三丁目店 福岡市中央区天神 3-4-10 

中央今泉店 福岡市中央区今泉 2-4-39 

LP福岡赤坂一丁目店 福岡市中央区赤坂 1-15-24 

福岡市中央区 

LP福岡黒門店 福岡市中央区黒門 6-45 

ＬＰ山王店 福岡市博多区山王 1-11-1 福岡市博多区 

博多駅前二丁目店 福岡市博多区博多駅前 2-14-4 

高宮駅南店 福岡市南区玉川町 10-10 

福岡高宮三丁目店 福岡市南区高宮 3-2-15 

福岡市南区 

野間一丁目店 福岡市南区野間 1-1-9 

福岡市早良区 南庄二丁目店 福岡市早良区南庄 2-12-2 

福岡市西区 九州大学店 福岡市西区元岡 744 

太宰府市 太宰府天満宮前店 太宰府市宰府 1-14-22 

春日市 春日原北町店 春日市春日原北町 4-11 
 
■西日本鉄道：会社概要 
社  名   西日本鉄道株式会社 
所 在 地   福岡市中央区天神一丁目 11番 17号 
代 表 者   取締役社長 竹島 和幸 
設  立   1908年 12月 17日 
資 本 金   261億 5,729万円 
事 業 内 容   鉄道および自動車による運送事業、海上運送事業、利用運送事業、

航空運送代理店業、通関業、不動産の売買および賃貸業、遊園地・

植物園等の経営、その他 
営 業 収 益   3,620億 89百万円（2008年 3月末現在・連結） 

 
■ローソン：会社概要 
社  名   株式会社ローソン  
所 在 地   東京都品川区大崎一丁目 11番 2号 ゲートシティ大崎イーストタワー  
代 表 者   取締役社長 CEO 新浪 剛史 
設  立   1975年 4月 15日 
資 本 金   585億 664万 4千円 
事 業 内 容   コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーン展開  
全店舗売上高   1兆 4,151億円（2008年 2月末現在・連結） 
店 舗 数   8,579店 ＜福岡県内店舗数 ３２４店＞ （2008年 6月末） 


