
 
 

平成 20年 9月 19日 
 

 
 
 
西鉄

一部バ

当初

お住ま

す。 
nim

へん便

発行枚

nim

できる

詳細

 

 
◆ ni
 
１．

 
２．

 
 

 
 

       10 月 19 日より北九州地区でサービスを開始します 

グループでは、ICカード「        」のサービスを 10月 19日より北九州地区の
ス路線及び小倉・黒崎の商業加盟店で開始いたします。 
、nimocaの北九州地区への展開は平成 21年度を予定しておりましたが、地域に
いの皆さまから多くのご要望を頂戴しており、予定を早めてサービスを開始いたしま

oca は、バスにも電車にもお買い物にも使えて、それぞれでポイントがたまるたい

利でおトクなカードです。本年 5 月に福岡地区でサービスを開始し、おかげさまで
数が 11万枚（9月 18日時点）に達するなどたいへんご好評いただいております。 
oca の利用範囲は順次拡大をしてまいります。今後とも様々な生活シーンで利用

利便性の高いカードを目指してまいります。 
は下記のとおりです。 

記 

moca北九州地区サービス開始概要 

サービス開始日 

平成 20年 10月 19日（日） 
・バスは対象路線の当日始発からご利用いただけます。 
・商業施設では各加盟店の当日開店からご利用いただけます。 

新規導入エリア 

①路線バス 
西鉄バス北九州㈱小倉営業所・八幡営業所および西鉄高速バス㈱北九州

支社・福岡支社が運行する 12路線（市内線 8路線、高速線 4路線の 206台）  
※定期券サービスは、平成 21年度に供用開始予定です。 

②商業加盟店 
・ チャチャタウン小倉（約 50店舗） 
・ 井筒屋（小倉店・黒崎店） 
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（参考資料）        について 
１．カードの内容 

（1）機能   ①交通乗車券 

1 枚のカードに何度でも入金（チャージ）して、カード内のプリペイド残高

をバスや電車に乗る際に利用できます。 
 
②電子マネー 

カード内のプリペイド残高を商業施設等でのお買い物に利用できます。 
 
③ポイント 

バス・電車のご乗車や nimoca加盟店でのお買い物でポイントがつきま
す。たまったポイントは nimoca にチャージしてバス・電車・お買い物に
利用できます。 

 

（2）種類・内容 

 内 容 

nimoca 

 

 

発売価格 2,000 円 

スターnimoca 

 

 

クレジット nimoca

 

 

 
２．その他サービス 

（1）カードの再発行サー

券面に記名のあるカ

ます。 
（ご本人確認と紛失再発

（2）WEB サービス 

利用履歴やポイント付

（スターnimoca、クレジッ
  （うちデポジット 500 円、利用可能額 1,500 円） 
・どなたでも購入できる会員登録が不要なカードです。 

・バス・電車のご利用でポイントがつきます。 

 
※デポジット：発売の際に 500円のデポジット（預り金）を申し受けま

す。デポジットはカード払戻しの際に返金いたします。

発売価格 2,000 円 

  （うちデポジット 500 円、利用可能額 1,500 円） 
・会員登録が必要なカードです。 

・紛失時の再発行ができます 

・バス・電車のご利用に加えて nimoca 加盟店でのお買い物でもポ

イントがつきます。 
・クレジット会社への申し込みが必要です。 

ー

 

2 

・紛失時の再発行ができます。 

・バス・電車のご利用に加えて nimoca 加盟店でのお買い物でもポ

イントがつきます。 

・デポジットはありません。 

・オートチャージ機能があります。 

・利用可能額0円での発行となりますので、IC乗車券や電子マネー

としての利用には事前のチャージ（入金）が必要となります。 

ビス 

ドは、万一紛失しても残額・ポイントはそのままで再発行ができ

行手数料 500円、および新しいカードのデポジットが必要となります） 

与履歴、チャージ残高、ポイント残高をWebで照会できます。 
ト nimocaをお持ちの方が対象です） 
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３．現在の利用エリア（9 月 19 日現在） 

（1）電車 

西鉄天神大牟田線全 61 駅（太宰府線、甘木線を含む） 
 
（2）バス 

那珂川、雑餉隈、桧原、柏原の各営業所及び西鉄バス二日市㈱（本社・原支社・甘

木支社）の計 488 台 

※9 月 21 日導入予定：  博多、千代、吉塚、愛宕浜、百道の各営業所の計 234 台 
 
（3）商業加盟店（582 店舗） 

百貨店 岩田屋本店 
大丸福岡天神店・福岡空港店 
三越福岡店 

専門店ビル ソラリアプラザ 
ソラリアステージ（専門店街） 
天神コア 
大橋西鉄名店街 
エマックス・クルメ 

スーパー レガネット天神 
レガネット東那珂 
にしてつストア（9店舗） 

コンビニエンスストア ローソン（35店舗） 
売店 駅売店（18店舗） 

NPSmile天神バスセンター店 
久留米バスセンター売店 
ターミナルショップ（福岡（天神）駅） 
タミーショップ（薬院駅） 

飲食 アペティートカフェ（3店舗） 
ドトールコーヒーショップ（2店舗） 
ガトー風月（2店舗） 
バンテルン（2店舗） 
パステルデザート西鉄天神駅店 
天神ダイニング じゃんくう 
天神一丁目 炙り処きどりや 
ぎおん亭 交通センター店 
やりうどん（3店舗） 
カフェティ（4店舗） 

ドラッグストア 大賀薬局（46店舗） 
ファッション フタタ（10店舗） 

スーツセレクト（4店舗） 
O.S.Vフタタ博多駅前店 

家電 ベスト電器（14店舗） 
レジャー・娯楽 ソラリアシネマ 

マリエラ 
西鉄旅行（8店舗） 

ホテル 西鉄グランドホテル 
ソラリア西鉄ホテル 
西鉄イン（10店舗） 

雑貨・その他 雑貨館インキューブ 
プラットインキューブ 
リフォームショップオータニ 西鉄久留米駅タミー内店 

 



■北九州地区における西鉄グループＩＣカード『nimoca』の西鉄バスへの導入予定路線

１．平成20年10月19日（日）導入予定路線

　　（1）導入予定路線…西鉄バス北九州㈱小倉営業所・八幡営業所、および西鉄高速バス㈱北九州支社、

　　　　　　　　　　　　　　　福岡支社の下記運行路線に導入予定

【市内線】…8路線
行先番号

※ 1

特快

99

7、92

※ 22

※ 25

80

81

82

84

50

51

52

73

23

46

47

※ 70

90

91

97

※ 急行

【高速線】…4路線
行先番号

※ 高速

高速

高速

高速

（特記事項）

・上記の運行路線において、※印の路線については今回ＩＣカードを導入する営業所以外の営業所

　で運行するバスがあります。そのバスではＩＣカードは使用できませんのでご了承ください。

・上記に記載の「主な系統」は、原則としてその路線の最長系統を記載しています。

２．今後の導入スケジュールについて（予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・平成20年10月19日以降、順次導入路線を拡大し、平成21年度上期中に北九州地区導入完了予定。

砂津～魚町～到津の森公園前～中央2丁目～黒崎～折尾駅

黒崎～ふれあい通り～化成アパート前～屋形船車庫

砂津～小倉駅ＢＣ～三萩野～南小倉駅前～一枝～戸畑区役所～戸畑駅

黒崎～ふれあい通り～西神原～鳴水～屋形船車庫

砂津～魚町～到津の森公園前～中央2丁目～黒崎（特快）

八幡駅～尾倉町～帆柱ケーブル駅

（7番　砂津→七条→三六町→（以降92番系統に番号変更）→中原→砂津→大谷池）

（92番　大谷池→砂津→中原→三六町→（以降7番系統に番号変更）→七条→砂津）

砂津～小倉駅北口～ゴルフウエスポ前～中央卸売市場

引野小学校～萩原小学校～黒崎～陣原駅南口～本城～友田2丁目～本城西団地

砂津～小倉駅ＢＣ～三萩野～到津の森公園前～中央2丁目～黒崎～本城西団地

芦屋（急行）黒崎 八幡

小倉～黒崎

　〃

　〃 砂津～魚町～中井口～枝光～中央2丁目～西本町八幡駅前～陣山～黒崎～小嶺車庫～香月（営）

　〃

砂津～魚町～中井口～枝光～中央2丁目～西本町八幡駅前～祇園3丁目～黒崎～小嶺車庫～香月（営）

砂津～魚町～中井口～枝光～中央2丁目～八幡東消防署～祇園3丁目～黒崎～小嶺車庫～香月（営）

戸畑・小倉～北九州空港

八幡

黒崎～八幡西区役所～厚生年金病院前～鳴水～屋形船車庫

黒崎～ふれあい通り～西神原～鳴水～花尾町～祇園3丁目～八幡駅～スペースワールド

　〃

路線名

小倉

八幡西郵便局前～宿場通り～陣原駅南口～学研都市ひびきの～芦屋町役場前～鶴松団地

黒崎～北九州空港

黒崎～舟町～築地町

導入営業所 主な系統（最長系統）

黒崎～引野口～北九州空港

若松駅～戸畑駅～小倉駅ＢＣ～三萩野～北九州空港

黒崎～陣の原駅南口～本城～夜越～小島

小島～陣の原駅北口～黒崎～萩原小学校～穴生

穴生～萩原小学校～黒崎～陣の原駅南口～本城～夜越～二島

　〃

砂津～小倉駅ＢＣ～三萩野～北九州空港

小倉、八幡

　〃

　〃

鳴水

　〃

小倉（井堀）戸畑 小倉

　〃

　〃

西団地～萩原

大谷池～鞘ヶ谷 小倉 砂津～魚町～到津の森公園～鞘ヶ谷社宅前～中原～魚町～砂津～大谷池

路線名

小倉～黒崎・折尾

導入営業所

小倉、八幡

小倉、八幡

主な系統（最長系統）

小倉

穴生～萩原小学校～黒崎～小島～本城西団地

小倉～福岡空港 北九州支社 砂津～小倉駅前～三萩野～引野口～福岡空港

砂津～小倉駅前～到津の森公園前～中央2丁目～西鉄天神バスセンター（いとうづ号）

引野口～大畑入口～鳴水～西神原～ふれあい通り～黒崎

（福岡支社） 砂津～小倉駅前～三萩野～引野口～西鉄天神バスセンター（ひきの号）

小倉～福岡

黒崎～戸畑・砂津

八幡 黒崎～陣原駅南口～本城～友田2丁目～本城西団地

砂津～小倉駅ＢＣ～北九州空港（ノンストップ）

北九州支社 砂津～小倉駅前～三萩野～北方駅～中谷～西鉄天神バスセンター（なかたに号）

八幡

　〃

小倉、八幡 砂津～魚町～中井口～若松駅（大橋通）～向洋中学校

　〃


