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         北九州地区で 10月 12 日より発売開始します 

グループでは、ICカード『           （ニモカ）』の北九州地区でのサービスを 10月 19
始いたしますが、これに先立ちまして、10月 12日より、北九州地区での nimoca カード
開始いたします。 
oca はバスにも電車にもお買い物にも使えて、しかもバスでも電車でもお買い物でもポイ

まるたいへん便利でオトクなカードです。nimoca の利用範囲は順次拡大いたします。

通の利用促進と地域の活性化を目的とし、北九州にお住まいのみなさまの様々な生活シ

利用できる利便性の高い地域カードを目指してまいります。 
は下記のとおりです。 

記 

発売開始日 

20年 10月 12日（日） 

発売場所および発売開始日 

発売券種 
発売場所 

nimoca スターnimoca 
発売開始日 

定期券発売所内 

nimoca総合カウンター 
○ ○ 10 月 12 日 

定期券発売所内 

nimoca総合カウンター 
○ ○ 10 月 14 日 

バス車内（nimoca導入車両） ○ × 10 月 19 日 

営業所（小倉・八幡） ○ × 10 月 19 日 

西鉄高速バス北九州支社 ○ × 10 月 19 日 

 チャチャタウン小倉 ○ ○ 10 月 12 日 

にしてつストア砂津店（ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉内） ○ ○ 10 月 19 日 

井筒屋小倉店 ○ ○ 10 月 19 日 

ャチャタウン小倉、井筒屋小倉店での発売は 11 月 24 日までとなっております。（特設ブースにて） 

用開始日 

バスは対象路線の 10月 19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 10月 19日開店時からご利用いただけます。 
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3. チャージ・ポイント交換が可能な場所 

 
 チャージ ポイント交換 利用履歴照会

nimoca総合カウンター 
（砂津・黒崎定期券発売所内とも） 

○ ○ ○ 

バス バス車内（nimoca導入車両） ○ ○(*1) × 

 営業所（小倉・八幡） ○ ○ ○ 

 西鉄高速バス北九州支社 ○ ○ ○ 

商業 チャチャタウン小倉 ○ ○ ○ 

 にしてつストア砂津店（ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉内） ○ ○ ○ 

 井筒屋小倉店 ○ ○ ○ 

 
(*1) バス車内での現金チャージの際には、その時点でたまっている電車とバスのポイントを nimocaに

チャージいたします。 

 
4. 北九州地区 利用可能エリア 

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） 
≪詳細は別紙１≫ 
※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 
・ 井筒屋（小倉店・黒崎店） 
・ チャチャタウン小倉（45店舗） 
≪詳細は別紙２≫ 

 
 



別紙1

■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。

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

　〃

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

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

小倉、八幡

　〃

　〃

鳴水

　〃

小倉（井堀）戸畑 小倉

　〃

　〃

西団地～萩原

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

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）

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



別紙2

■北九州地区における西鉄グループＩＣカード『nimoca』の商業加盟店

１．平成20年10月19日（日）時点での商業加盟店

　　（1）導入予定店…チャチャタウン小倉（45店舗）、井筒屋（小倉店・黒崎店）

加盟店
井筒屋 ﾎﾟｲﾝﾄ付与は200円（税抜）に

小倉店 つき１ﾎﾟｲﾝﾄ
黒崎店

チャチャタウン小倉 ﾎﾟｲﾝﾄ付与は200円（税抜）に
1 ママイクコ 生活雑貨 つき１ﾎﾟｲﾝﾄ
2 hair&make Ｂｉｓ！ 美容院
3 ＳＮＡＰＳ！ DPE・写真用品
4 食彩館　にしてつストア 生鮮食品スーパー
5 ナイスクリーニング　サンクリーン クリーニング
6 サンキュードラッグ 医薬品・化粧品・日用品
7 金山堂 書籍・DVD・CD
8 ドコモショップ 携帯電話
9 洋麺屋ピエトロ パスタ

10 炭火焼肉　家族亭 焼肉
11 おむらいす亭 オムライス
12 やりうどん うどん・そば
13 お好み焼　順平 お好み焼
14 リンガーハット ちゃんぽん
15 大だこテイクワン たこ焼き・ソフトクリーム
16 クレアーズ アクセサリー
17 ミスタードーナツ ドーナツ
18 ＡＣＴ－１ 服飾・雑貨
19 チュチュアンナファミリー ソックス・ライトウェア
20 ユニクロ ファミリーカジュアル
21 三日月百子 300円雑貨
22 ファイテンショップ 健康グッズ・チタンテープ
23 カフェ・ド・ブラジル アンバー カフェ（テイクアウト）
24 ＦＡＢＲＩＣ’Ｓ カーテン・インテリア用品
25 ａ.ｖ.ｖ ファミリーウェア
26 ＳＵＺＵＴＡＮ レディスウェア
27 プラスワン 靴修理・トータルリペア
28 小倉石釜パンのながた屋 パン
29 スリーフェイツ ファミリーウェア
30 ライトオン ジーンズカジュアル
31 Ｐ２ ペット・ペットグッズ
32 London Houseシャツ工房 メンズ・レディスシャツ
33 ビスページ レディスウェア
34 ザ・スーパースーツストア メンズ・ビジネスウェア
35 ちゃちゃエイム 整骨・整体院
36 キッズアゲイン 子供服
37 れすとらん庄屋 和風ファミリーレストラン
38 クロシード 靴
39 好日山荘 登山・トレッキングハイキング
40 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 靴
41 ハニーズ レディスウェア
42 ZAKKAMURA 雑貨
43 パンツ工場　ＰＡＣＥＲ レディスファッション
44 コクラスポーツ スポーツ用品専門店
45 シネプレックス小倉 映画館


