
 
 

平成 21 年 5 月 29 日 
 
 
 
 

いよいよ北九州地区の一般路線バスが導入完了へ 

北九州地区      サービス対象路線を拡大します

西鉄グループでは、北九州地区における ICカードnimoca導入スケジュールを決定いた

しましたのでお知らせいたします。今回の導入により、同地区の全ての一般路線バスで

nimoca のご利用が可能になります。 
 

現在、北九州地区では、西鉄バス北九州㈱小倉営業所・戸畑営業所・蜷田車庫・八幡営

業所・門司営業所の一般路線バス、および一部高速バスで nimoca サービスを導入してお

りますが、今回、同地区の 6 営業所の一般路線バスで新たに nimoca がご利用いただける

ようになります。 
 

なお、一般路線バスにつきましては、これまでに福岡地区、久留米地区の車両で

nimoca サービスを導入しており、今月末には筑豊地区の車両にも導入いたします。今回の

北九州地区、さらに今夏には西鉄バス大牟田㈱本社、西鉄バス久留米㈱大川支社、西鉄

バス佐賀㈱鳥栖支社への導入を予定しており、平成 21 年度上期中には西鉄グループ一般

路線バス全車両で nimoca がご利用いただけるようになります。 
 

詳細は下記のとおりです。 
 

記 
 
◆ nimoca 北九州地区サービス対象路線拡大の概要 

 
実 施 日 ①平成 21 年 6 月 23 日（火）  

 ②平成 21 年 7 月 13 日（月）  
上記 2 回にわけて実施いたします。 

 
対   象 西鉄バス北九州の 6 営業所で運行する一般路線バス 251 台 

※別紙ご参照ください 

 
備   考 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。 
 
 
 
 

 



 

北九州地区一般路線バスへの nimoca 導入スケジュール 

 
① 平成 21 年 6 月 23 日（火）導入予定 

導入営業所 西鉄バス北九州㈱ 香月営業所、恒見営業所、弥生が丘営業所、行橋

車庫 
導入台数 174 台 
導入路線 

 行先番号 おもな系統 

 高速 
香月営業所～ＪＲ中間駅～通谷電停～高速千代ニュータウン～直方ＰＡ～若宮ＩＣ～ 

西鉄天神バスセンター 

 高速 
行橋営業所～苅田駅入口～日豊ニュータウン～津田～小倉東ＩＣ～直方ＰＡ～若宮ＩＣ

～西鉄天神バスセンター 

☆ 90 

砂津～魚町～小倉高校下～中井口～幸町～中本町～枝光～中央二丁目～ 

西本町八幡駅前～西鉄黒崎バスセンター～引野口～小嶺車庫～千代四丁目～ 

香月営業所 

☆ 70 砂津～魚町～小倉高校下～中井口～幸町～若松駅(大橋通り) 

☆ 91 

砂津～魚町～小倉高校下～中井口～幸町～中本町～枝光～中央二丁目～ 

市立八幡病院前～祇園三丁目～黒崎ふれあい通り～西鉄黒崎バスセンター～引野口

～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

☆ 97 

砂津～魚町～小倉高校下～中井口～幸町～中本町～枝光～中央二丁目～ 

八幡消防署～祇園三丁目～黒崎ふれあい通り～西鉄黒崎バスセンター～引野口～ 

小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

八幡製鉄総合センター（戸畑駅北口）～戸畑駅～鞘ヶ谷住宅前～中央三丁目～ 

西鉄黒崎バスセンター～引野口～馬場～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 
☆ 40 

若松駅（大橋通）～戸畑駅～鞘ヶ谷住宅前～中央三丁目～西鉄黒崎バスセンター～ 

引野口～馬場～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

☆ 42 
八幡製鉄総合センター(戸畑渡場)～戸畑駅～椎ノ木町～（東大谷）～中央三丁目～ 

花尾町～西鉄黒崎バスセンター～引野口～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

☆ 44 
八幡製鉄総合センター(戸畑渡場)～戸畑駅～大谷入口～東大谷～大蔵～七条～ 

八幡高校・猪倉 

 53 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り・熊西局～引野口～小嶺車庫～小嶺台～

馬場山～星ヶ丘五丁目～イオン直方ショッピングセンター 

 53 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り・熊西局～引野口～小嶺車庫～小嶺台～

馬場山～茶屋の原団地～香月営業所～筑鉄香月 

 70 
西鉄黒崎バスセンター～八幡西区役所～引野口～小嶺車庫～石坂～茶屋の原団地

～香月営業所 

 75 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り・熊西局～引野口～養福寺～沖田中央～

大平～千代四丁目～香月営業所 



 76 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り・熊西局～九州厚生年金病院～引野口～

下上津役一丁目～大平～千代四丁目～香月営業所 

 76 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り・熊西局～ホテルクラウンパレス北九州～ 

引野口～下上津役一丁目～大平～千代四丁目～香月営業所 

 快速 
砂津～小倉駅前～三萩野～貴船町～北九州都市高速～引野口～小嶺車庫～小嶺台

～馬場山～茶屋の原団地～香月営業所～筑鉄香月 

☆ 22 
砂津～小倉駅バスセンター～三萩野～到津の森公園前～中央二丁目～ 

西本町八幡駅前～西鉄黒崎バスセンター 

 57 黒崎駅バスターミナル～黒崎ふれあい通り～南王子～竹末～穴生(八幡営業所) 

 57 
黒崎駅バスターミナル～黒崎ふれあい通り～南王子～竹末～若葉一丁目～ 

北九州ハイツ 

 57 
黒崎駅バスターミナル～黒崎ふれあい通り～南王子～竹末～若葉一丁目～北筑高校

～永犬丸～沖田中学校～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

※ 43 

浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～到津の森公園前～松尾町～(八幡高校)～七条

～中央二丁目～八幡駅前～市立八幡病院前～祇園三丁目～黒崎ふれあい通り～ 

西鉄黒崎バスセンター～引野口～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

 74 
西鉄黒崎バスセンター～黒崎ふれあい通り～引野口～養福寺～永犬丸～ 

泉ヶ浦・宮の谷～則松～折尾駅西口・西鉄黒崎バスセンター(黒崎バスターミナル) 

 74 
香月営業所～筑鉄中間～犬王～永犬丸～泉ヶ浦・宮の谷～則松～ 

折尾駅西口・西鉄黒崎バスセンター(黒崎バスターミナル) 

 61 香月営業所～筑鉄中間～鳥森～ＪＲ中間駅～通谷電停～中間高校下～筑鉄中間 

 67 香月営業所～筑鉄中間～中鶴団地～ＪＲ中間駅～通谷電停～中間高校下～筑鉄中間

 77 
香月営業所～千代四丁目～小嶺車庫～下上津役一丁目～永犬丸～八幡南郵便局～

則松～折尾駅西口～折尾車庫 

 10 
浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～中吉田～

吉田団地第二～恒見営業所 

 10 
浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～中吉田～

下吉田団地 

 10 
浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～中吉田～

下吉田～井の浦～恒見営業所 

☆ 11 
戸畑駅（浅生市場）～天神四角～一枝～下到津四丁目～南小倉駅～三萩野～ 

城野四角～安部山入口～寺迫口～中吉田～恒見営業所 

 15 
浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～沼団地～

四季彩の丘団地 

 111 
浅生市場～天神四角～一枝～下到津四丁目～北九州都市高速～企救中学校～津田

～沼中学校下～中吉田～吉田団地第二～恒見営業所 

 
急行 

110 

恒見営業所～畑～桜ヶ丘団地下～寺内～北九州都市高速～富野小学校～砂津～ 

小倉駅バスセンター～魚町～厚生年金会館～大手町～北九州都市高速～ 

企救中学校～津田～沼中学校下～中吉田～吉田団地第二～恒見営業所 



 

 
急行 

恒見営業所～畑～桜ヶ丘団地下～寺内～北九州都市高速～富野小学校～砂津～ 

小倉駅前～魚町～大門～魚町～小倉駅前～砂津～富野小学校～北九州都市高速～

寺内～桜ヶ丘団地下～畑～恒見営業所 

 40 
門司港駅～レトロ桟橋通～長谷口～黒川～(柄杓田)～(門司学園中学校前)～畑～ 

恒見営業所 

 60 門司駅～大里東口～淡島神社～伊川～猿喰～門司学園中学校前・恒見営業所 

 
47 

48 

恒見営業所～(新門司福祉センター)～畑～桜ヶ丘団地下～門司駅～社ノ木二丁目～

藤松一丁目・鉄道学園～社ノ木二丁目～門司駅～桜ヶ丘団地下～畑～ 

(新門司福祉センター)～恒見営業所 

 138 
砂津～小倉駅バスセンター～魚町～九州厚生年金会館～大手町～北九州都市高速

～企救中学校～津田～下曽根駅南口～府殿入口～弥生が丘営業所 

 急行 
砂津～小倉駅バスセンター～魚町～九州厚生年金会館～大手町～北九州都市高速

～企救中学校～津田～小倉東高校前～日豊ニュータウン入口～昭和池入口 

 51 北九州空港～トヨタ九州苅田工場～北九州臨空産業団地～南朽網～朽網駅 

 55 北九州空港～トヨタ九州苅田工場～苅田駅～苅田町役場～(日産九州工場)～行橋駅 

 13 
浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～安部山入口～安部山公園～ 

安部山入口～サンリブシティ小倉 

 13 
青葉車庫・小倉北区役所～魚町～三萩野～城野四角～安部山入口～安部山公園～

安部山入口～サンリブシティ小倉 

 14 
青葉車庫・小倉北区役所～魚町～三萩野～城野四角～安部山入口～ 

九州労災病院入口～寺迫口～下曽根駅前～中曽根～府殿入口～弥生が丘営業所 

 16 
青葉車庫・小倉北区役所～魚町～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～ 

下曽根駅前～中曽根～日豊ニュータウン入口～昭和池入口 

 17 
青葉車庫・小倉北区役所～魚町～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～ 

下曽根駅前～中曽根～府殿入口～弥生が丘営業所・上貫 

 19 
青葉車庫～魚町～三萩野～城野四角～安部山入口～寺迫口～下曽根駅前～ 

南朽網～朽網駅～苅田駅～行橋駅前通り～行橋営業所 

☆ 5 
戸畑渡場～戸畑駅～中原～魚町～三萩野～城野四角～蜷田～（上横代）～ 

舞ヶ丘団地 

 1 下曽根駅南口～津田～貫小学校～弥生が丘営業所 

 38 
砂津～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～蜷田～長野～津田～ 

下曽根駅南口～弥生が丘営業所 

 38 
砂津～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～蜷田～長野～津田～貫小学校～

弥生が丘営業所 

☆･･･今回ですべての車両に導入完了する路線（すでに一部車両ですでに導入済みの路線）  

※･･･今回の導入で一部車両のみ導入の路線（7 月 12 日迄の間一部ご利用できない車両があります） 

 
 

 



 
② 平成 21 年 7 月 13 日（月）導入予定 

導入営業所 西鉄バス北九州㈱ 浅野営業所、中谷営業所 
導入台数 77 台 
導入路線 

 行先番号 おもな系統 

 49 
門司駅前～大里桃山町～藤松公団～砂津～平和通～三萩野～木町～蒲生入口～ 

愛の家車庫 

 24 小倉駅バスセンター～赤坂海岸第四 

 
砂津・小倉駅バスセンター～魚町～厚生年金会館～木町～蒲生入口～ 

山田緑地・愛の家車庫（～七条～中央二丁目～八幡駅） 

 

45 
小倉駅バスセンター～魚町～厚生年金会館～木町～蒲生入口～恵里～蒲生～ 

岩鼻・南方三丁目～西谷変電所・長行台団地～中谷 

 8 霧丘三丁目～黒住町～北九州市民球場～三萩野～小倉駅バスセンター～浅野 

 9 大谷池～広寿山～黒住町～北九州市民球場～三萩野～小倉駅バスセンター～浅野 

 99 
グリーンパーク～向洋中学校～若松駅～幸町～ゴルフウエスポ前～室町橋～ 

小倉駅北口～小倉駅バスセンター～砂津 

 199 
グリーンパーク～向洋中学校～若松駅～都市高速～紫川橋～小倉駅北口～ 

小倉駅バスセンター～砂津 

☆ 43 

浅野～小倉駅バスセンター～三萩野～到津の森公園前～松尾町～(八幡高校)～ 

七条～中央二丁目～八幡駅前～市立八幡病院前～祇園三丁目～黒崎ふれあい通り～

西鉄黒崎バスセンター～引野口～小嶺車庫～千代四丁目～香月営業所 

 4 小倉南区役所～城野四角～三萩野～到津の森公園～上到津～中央二丁目～八幡駅 

 砂津～魚町～金田～到津の森公園～松尾町～中畑～山路 

 
54 

八幡駅～大蔵～七条～（八幡高校）～中畑～山路・猪倉 

 砂津～魚町～金田～到津の森公園～大蔵～上重田 

 
56 

イオン八幡東ショッピングセンター・八幡駅～大蔵～上重田～田代 

 
小倉駅バスセンター～平和通～市立医療センター～鉄の橋～小倉北区役所～ 

厚生年金会館～八坂神社～魚町～小倉駅バスセンター 

 

100 
小倉駅バスセンター～平和通～旦過橋クエスト～北九州市役所～小倉北区役所～ 

厚生年金会館～八坂神社～魚町～小倉駅バスセンター 

 32 
戸畑駅（浅生市場）～戸畑区役所～一枝～南小倉駅～三萩野～城野四角～守恒～ 

山手一丁目～志徳団地～志井車庫・志井入口～中谷 

 34 
砂津～小倉駅バスセンター～三萩野～城野四角～守恒～山手一丁目～志徳団地 

・志井車庫・母原・中谷 

 132 
浅生市場～天神四角～一枝～下到津四丁目～北九州都市高速～北方～守恒～ 

志井入口～志井車庫・中谷 

 134 
砂津～小倉駅バスセンター～魚町～九州厚生年金会館～大手町～北九州都市高速～ 

北方～守恒～山手一丁目(～志井入口)～志井車庫・中谷 



☆ 6 
中谷～徳力団地南～守恒～城野四角～三萩野～平和通～砂津～社ノ木二丁目～ 

門司駅前～門司港駅～海岸～田野浦 

 21 
砂津～小倉駅バスセンター～三萩野～小倉記念病院～今町団地～南丘団地～ 

恵里（～守恒）～長行台団地～中谷 

 12 
中谷～小倉南区役所～若園三丁目～城野駅前～城野四角～片野～三萩野～ 

小倉駅バスセンター～砂津 

☆･･･今回ですべての車両に導入完了する路線（すでに一部車両ですでに導入済みの路線）  

 
 
 


