
 
 
 
 
 
 

＜平成 23 年 8 月 2 日発表＞ 
 

キャンペーン 

 
 

 

この夏一番！ 

1 日最大 1,000 円分の nimoca ポイントをプレゼント！！ 

～ 天神までの片道運賃相当分をもれなく
・ ・ ・ ・

プレゼントします ～ 
 
 
● 西日本鉄道㈱では、平成 23 年 8 月 13 日（土）から 8 月 15 日（月）の 3 日間と、8 月 20 日（土）から

9 月 4 日（日）の土・日限定で、天神までの西鉄電車・バスの片道運賃相当分を、IC カード 『nimoca』 
ポイントでプレゼントする 『“それなら！“ にしてつ電車・バスで天神へ行こう！』 キャンペーンを実施い

たします。 
 
● ポイントプレゼントの対象となる方はスターnimoca またはクレジット nimoca をお持ちで、期間中に西鉄

電車・バスで天神まで往復され、さらにソラリアプラザ・ソラリアステージ専門店街・天神コア・雑貨館イン

キューブの nimoca 加盟店で同日内に合計 3,000 円以上のお買い物・ご飲食をされたお客さまです。

また、プレゼントするポイントは、1 日あたり 大で 1,000 円分と、これまでのキャンペーンの中でも 大

規模の内容で、たいへんおトクなキャンペーンです。 
 
● 当キャンペーンでは、スターnimoca またはクレジット nimoca が必要です。この nimoca をお持ちでない

方は、たいへんお得なキャンペーンを実施するこの機会に手に入れましょう！ 
 
● まだまだ暑い日が続きますが、各商業施設ではいち早く秋物の新作も登場しています。キャンペーン期

間中は、天神まで“エコで便利でおトク”な公共交通機関の西鉄電車・バスをぜひご利用いただき、思い

きりショッピングをお楽しみください。 
 
 
■ 『“それなら！“ にしてつ電車・バスで天神へ行こう！』 キャンペーンの概要                       
 
【期 間】 ①平成 23 年 8 月 13 日（土）～8 月 15 日（月）の 3 日間 

②平成 23 年 8 月 20 日（土）～9 月 4 日（日）の土・日      合計 9 日間 
 
【内 容】 スターnimoca またはクレジット nimoca で 『天神エリア』 までを西鉄電車・バスにて

同日中に往復していただき、当社グループの商業施設で 3,000 円（税込）以上お買

い上げ・ご飲食していただいたお客さまに、天神までの片道運賃相当分を 1 日あたり

大で 1,000 円分まで、nimoca ポイントとしてもれなくプレゼントいたします。 
 
【対 象 施 設】 ソラリアプラザ、ソラリアステージ専門店街（B2F～M2F）、天神コア、雑貨館インキュ

ーブの nimoca 加盟店舗 
 ※一部、対象外の店舗もございます。 
 
【対 象 路 線】 電車：西鉄天神大牟田線 

バス： 『天神エリア』 を経由する一般路線・急行バス、特急・高速バス 計 65 路線 
※詳細は別紙をご参照ください。 

 
【天 神 エリア】 電車：西鉄福岡（天神）駅 

バ ス：天神バスセンター前など計 34 停留所 
※詳細は別紙をご参照ください。 
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【参 加 方 法】 ①キャンペーンのご参加につきましては、全て自動処理にて実施いたしますので、お

客さまによる応募などの手続きは必要ありません。 
 ②電車・バスにご乗車の際は、必ず nimoca の電子マネーをご利用ください。 
 ③商業施設でお買い物やご飲食の際に現金でお支払いされる際は、スターnimoca

またはクレジット nimoca を必ずご提示ください。 
  
【対象 nimoca】 キャンペーンのご参加には、スターnimoca・クレジット nimoca（JMBnimoca、アレコ

レ nimoca を含む）が必要です。 
※ スターnimoca は、天神バスセンター、バス営業所、定期券発売所、nimoca 総

合カウンターなどで購入・切り替えが行えます。 
※ クレジット nimoca は提携会社への申し込みが必要です。 

 
【ポ イ ン ト】 当キャンペーンの nimoca ポイントは、以下の要領でプレゼントいたし

ます。 
• “片道運賃分”とは以下の区間の運賃です。 

〔電車〕 乗 車 駅 ⇒ 西鉄福岡（天神）駅 
〔バ ス〕 乗 車 バス停 ⇒ 天神エリアのバス停 計 34 停留所 

 
• ポイントのプレゼントは、平成 23 年 9 月下旬頃に自動処理で行います。 
• プレゼントしたポイントの確認は、専用端末または WEB サイトにて確認で

きます。 
 
 
【注 意 点】 以下の場合はキャンペーン対象外となります。 

• 他社の IC カードご利用の場合。 
• 電車・バスの運賃を電子マネー以外でお支払いされる場合。 
• nimoca 定期券で定期区間をご利用になる場合。 
• 往路は電車、復路はバスなど、往路と復路の交通手段が異なる場合。 
• 電車をご利用の際、自動改札機を使用されない場合。 
• 電車をご利用の際、自動券売機で nimoca カード残額を使用して切符を購入する場

合、または切符の精算に nimoca カード残額を利用する場合。 
• バスをご利用の際、nimoca が使用できない車両にご乗車される場合。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本件に関するお問い合わせは、西鉄お客さまセンター （ ℡ 0570-00-1010 ） まで 
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（参考） ご利用例                                                      
 
 
１．        西鉄電車で天神まで往復 
 

①〔西鉄電車〕西鉄久留米駅 ⇒ 西鉄福岡（天神）駅  運賃 600 円 
 
②〔商業施設〕ソラリアプラザで 3,000 円（税込）以上のご利用 
 
③〔西鉄電車〕西鉄福岡（天神）駅 ⇒ 西鉄久留米駅  運賃 600 円 
 
 ポイントプレゼント 600 円分 
 
 
 
 

2．        西鉄バスで天神まで往復 
 

①〔西鉄バス〕香椎宮前 ⇒ 天神郵便局前  運賃 390 円 
 
②〔商業施設〕ソラリアステージ専門店街で 3,000 円（税込）以上のご利用 
 
③〔西鉄バス〕天神郵便局前 ⇒ 香椎  運賃 360 円 
 
 ポイントプレゼント 390 円分 ※天神エリアで“降車”した区間が対象となります。 
 
 
 
 

3．        西鉄バス（高速）で天神まで往復 
 

①〔西鉄高速バス〕ひのくに号 通町筋 ⇒ 西鉄天神バスセンター  運賃 2,000 円 
 
②〔商業施設〕天神コアで 3,000 円（税込）以上のご利用 
 
③〔西鉄高速バス〕ひのくに号 西鉄天神バスセンター ⇒ 通町筋  運賃 2,000 円 
 
 ポイントプレゼント 1,000 円分 ※1 日 大で 1,000 円分のプレゼントです。 
 
 
 
 

4．                西鉄電車で天神まで往復＆西鉄バスで博多～天神間を往復 
 

①〔西鉄電車〕西鉄柳川駅 ⇒ 西鉄福岡（天神）駅  運賃 830 円 
 
②〔商業施設〕雑貨館インキューブで 1,000 円（税込）のご利用 
 
③〔西鉄バス〕天神一丁目 ⇒ 博多バスターミナル  運賃 100 円 
 
④〔西鉄バス〕博多バスターミナル ⇒ 天神福ビル前  運賃 100 円 
 
⑤〔商業施設〕ソラリアプラザで 2,000 円（税込）以上のご利用 
 
⑥〔西鉄電車〕西鉄福岡（天神）駅 ⇒ 西鉄柳川駅  運賃 830 円 
 
 ポイントプレゼント 930 円分 ※天神エリアで“降車”した区間が対象となります。 
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（参考） 対象電車・バス路線                                                 
 

■電車：西鉄天神大牟田線 
 

■バス：計 65 路線 
一般路線バス 56 路線（急行バス含む） 
特急バス   1 路線 
高速バス   8 路線 

  
 〔一般路線バス 56 路線〕 

 主な行先番号 路線名 主な行先番号 路線名 
1 （番号なし） 天神ライナー 2 68 長浜 
3 3 星の原 4 25、25-1 西新（築港）貝塚 
5 300、301 シーサイドももち 6 302、305、 シーサイドタワー 
7 1 姪浜（明治通）天神 8 6、6-1、 博多駅～西新 
9 204、205、206 福重（都市高速） 10 7 昭代～天神 

11 202、203 室住 12 506、507 下山門（都市高速） 
13 急行 野方(都市高速)博多駅 14 2、2-3 金武 
15 201、501、502 三軒屋 16 200 荒江 
17 3、特快 3 脇山 18 12 福大 
19 14、114、140 茶山 20 52 野間（長住） 
21 151、152 野間（急行） 22 51 野間（皿山） 
23 113 油山（急行） 24 56、57 小笹・小笹団地 
25 55 長住～天神 26 54、59 小笹～天神 
27 13 油山 28 62、620 那珂川（幹線） 
29 49、630 弥永～天神 30 63 大橋～福翔 
31 61、610 屋形原（那珂川） 32 23、22-1 香椎 
33 急行 新宮（急行） 34 23、23B 下原～天神 
35 21、21A、210 志賀島 36 22、22N 香椎浜～天神 
37 4 千早駅～タワー 38 26、26A 福岡～赤間 
39 24C 新八田 40 71、77、78 多々良・八田 
41 28B 青葉台 42 27、27B みどりが丘 
43 74 大川 44 31 篠栗 
45 310 篠栗（都市高速） 46 30、32、34 宇美 
47 36 須恵 48 370、390 坂瀬 
49 44、420 諸岡 50 46 竹下 
51 100 都心循環（内回り） 52 100 都心循環（外回り） 
53 80 博多駅～中央ふ頭 54 ぐりーん シティループバス 
55 21B アイランドシティ海の中道 56 急行 赤間（急行） 

 
 〔特急バス〕 

1 福岡～飯塚～後藤寺（福岡～後藤寺～福岡県立大学） 
 
 〔高速バス〕 

1 福岡～直方 2 福岡～小倉 3 福岡～行橋 
4 福岡～中間・香月 5 福岡～佐賀 6 福岡～熊本※1 
7 福岡～日田※2 8 鳥栖プレミアム・アウトレット   

※１：九州産交バス㈱運行便の車両では nimoca がご利用できません。 
※２：日田バス㈱運行便の一部の車両では nimoca がご利用できません。 
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（参考） 『天神エリア』 駅・バス停一覧                                              
 

■ 駅  ：西鉄福岡（天神）駅 
 

■バス停：計 34 停留所 
天神バスセンター前 1A 天神バスセンター前 1B 天神ソラリアステージ前 2A 

天神ソラリアステージ前 2B 天神北 3 天神大丸前 4A 

天神大丸前 4B 天神大丸前 4C 天神コア前 7A 

天神コア前 7B 天神コア前 7C 天神北 9A 

天神北 9B 天神北 9C 天神協和ビル前 10 

天神新天町入口 11 天神福ビル前 12 天神福銀本店前 13A 

天神証券ビル前 13B 天神大和証券前 14 天神三丁目 15 

天神郵便局前 16 天神三丁目 17 天神郵便局前 18A 

天神郵便局前 18B 天神郵便局前 18C 天神日銀前 19A 

天神日銀前 19B 天神バスセンター 天神警固神社三越前 

天神南 天神一丁目 天神四丁目 

西鉄グランドホテル前     
 
 
 『天神エリア』 駅・バス停マップ 
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（参考） 対象店舗一覧                                                   
■ソ ラ リ ア プ ラ ザ  

 店舗名  店舗名 
王様からのご褒美 ウィルセレクション B2F 
トラベル・イオ ウンナナクール  
アルゴス ディニテ エリカローズ ネイル 
アンジェリカ オンザカウチ 
イル ジーナシス 
エルメーム ジョリコアン 
東京みなみ浴衣フェスティバル スマッキーグラム  
ドトールコーヒーショップ タイニークリス 
フランフラン チャイルドウーマン 
プラザ トゥルーディ 
マキアレイベル 仲西眼鏡店 
無印良品 ニコル ホワイト  
ランドリー ノーザリー 

B１F 

リップス フーズフーチコ 
アクアガール プライドグライド  
アナトリエ プラチノロッサ 
ガリャルダガランテ ページボーイ 
サマンサタバサ・ニューヨーク マジェスティックレゴン 
タリーズコーヒー ミスティック 
ランコントル プロデュースド バイ チョコレートショップ メディストア 

1F 

＆テンダーハート トリプルシー ラボラトリーワーク 
アッセンブラージュ アダム エ ロペ ラヴドゥローズ 
アナザーエディション  リーアスタリスク  
コスメパティシエ ル・クールブラン 
三愛水着楽園 ルゥ デ ルゥ 
ジュエルチェンジズ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4F 

レッセ・パッセ  
ビームス ウィメン  アースミュージック＆エコロジープレミアムストア 
ビアズリーガリャルダガランテ アズ ノゥ アズ ピンキー 
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ アパートメントマーケット 
福岡ウィメンズストア アルシーヴ 
マックスマーラ  アロー 
ラ ボッカ イースト＆ストア 

2Ｆ 

ルージュヴィフ ラ クレ イーハイフンワールドギャラリー 
アーモワール カプリス クラス  オリーブ デ オリーブ 
アールエヌエーエヌ キャンツー  
アルカリ ギャミヌリィ プリュス 
アルファベッツ アルファベット 靴下屋 
イェッカ ヴェッカ  ジ・エンポリアム 
イスィ エ ラ スロー＆ダブルクローゼット 
エクリュフィル ティップトップ 
エテ デュエ・ピエトロ  
エメ ヌオーヴォ バイ エービーシーマート  
クチャ ハートダンス 
珈琲舎のだ  パークイースト 
コンジュ ペイエ アデュー トリステス プードゥドゥ   
シャンブルドゥシャーム クレ  ヘザー 
ダイアナ ホリビホーム 
ドゥ グラン エスペランス ミスティウーマン 
ニコ アンド．．．  ラフ フレンズストア 
パビリヨン レトロガール  
ピュアルセシン ラシク ローリーズファーム 
ブラッシュ 

5F 

ワン アフター アナザー ナイスクラップ 
ホッヂポッヂ ルビス お好み焼き 千房 
リージェンツ エフ．イー． オムライスレストラン ポムの樹 セカンドキッチン 
ルヴ リージェンツ 韓国家庭料理 ジャンモ  
ロイス クレヨン  グリル俵屋 
ロニースコッツ ザ・ワールドグルメ アレッタ・プレミアム  

3F 

ロフ ステーキ＆ハンバーグ センターリバー 
アーニー アーノルド パーマー ちゃいな 平和楼 
アールエヌエーメディア ダブルコロン てっ平ちゃん 
アンディコール とんかついなば 和幸  
アンレリッシュ パスタ＆ピザ ピエトロ 

4F 

イチナナキュー／ダブルジー  

6F 

フォワイエ ドュ ばん 
※キャンペーン期間中、リニューアル工事などによりご利用いただけない店舗がございます。 

 詳しくは、ソラリアプラザホームページなどでご確認ください。（http://www.solariaplaza.com/） 
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■ソ ラ リ ア ス テ ー ジ  
 店舗名   店舗名 

カフェ・ド・ばん ザ・ボディシップ 
博多とんかつ処 かつ心 プレシューズ 
ハーゲンダッツ アジェデアクセサリーズ 
ドトールコーヒー ホッヂポッヂ 
博多つけ麺 秀 ストーンマーケットナチュラ 
ひょうたんの回転寿司 ぼたんや 
石藏 コスメオークマ 
一膳・居酒屋 夢屋 ラフィンキャット 
喜水丸 コモド 
味処 加賀見  おでん レッグキャラ 
天神ホルモン鉄板焼 チックタック 
因幡うどん メルローズクレール 
牛肉専門店 牛心 コキュ 
あま太郎 ビーアンエンジェル 
天神のおすしやさん リベルテ 
菊正宗おみき茶屋 エムズガーデンｂｙミルパノ 
洋麺屋五右衛門 アパートバイローリーズ 
洋食パンプ Ｐａｓｏ ａ Ｐａｓｏ 

B2F 

趙之家 青山フラワーマーケット（ビジョン前） 
フルーツパーラーノトキ 

1F 

ハウスオブローゼ 
ちくま家 大賀ファーマシー 
占い五大院 白洋舎 
レガネット天神 新生堂 
 ボンパパ ハリウッド化粧品 

B1F 

 ラローゼ セラピ 

M2F 

ル・ラパン・アプワ 
※キャンペーン期間中、リニューアル工事などによりご利用いただけない店舗がございます。 

 詳しくは、ソラリアステージホームページなどでご確認ください。（http://www.solariastage.com/） 

 
■天 神 コ ア  

 店舗名   店舗名 
ミーア ミッシュマッシュ  
レイラローズ  パウダーシュガー  
シェイクシェイク  バイバイ・ワンスポ  
ぼたんや  ラヴィジュール  
Ａ／Ｃ  プラネットブルー  
クリームランド  

2Ｆ 

サリア  
ＬＢ－０３  Ｒ＆Ｅ  
福家書店Ｂ２  アンクルージュ  
ヘブン＆アース  ピーチジョン  

Ｂ2Ｆ 

スパイラルガール  ピンクミックス  
木馬館  ヴィ・エクスチェンジ  
みどりや  アクアリップ  
キャンディポップ  ピーチピット  
仲西眼鏡店  スキニーリップ  
味の正福Ｂ１  ＯＮＥ－ＷＡＹ  
岩田時計店  サウスドライブ  
ゴールズインフィニテ  フラッグ ジェィ  
グレア  メリーパウ  
Ｂａｂｙ ｓｈｏｏｐ  

3Ｆ 

ラブガールズマーケット  
アンサリーネイル  ナバーナ  
グラスティアラカーラ  Ｃ．Ｄ．Ｓ  
グルメ風月  クスノクス  
福家書店Ｂ１  ココルル  
トゥイスティ  エルチャンス  

Ｂ1Ｆ 

エムズエキサイト・シアーエルグ  レモンツリー  
ｇｏａ  ハウスオブローゼ  
ＭＡ＊ＲＳ  ピンクダイアモンド  
ＳＬＹ  エメフィール  
スピカ  

4Ｆ 

エスペランサ  
天賞堂    

1Ｆ 

セシルマクビー    
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 店舗名  店舗名 
ボニータ  グラッドニュース 
ＳＷＥＥＴ．Ｂ  ディアブロ 
ジェシカリッチー  ヴァンキッシュ／キングダム 
アウトレット  フーガ 
アナップ  ワイルドパーティー 
アルゴンキン  

6Ｆ 

エイトバイ 
ブラックピースナウ  てっ平ちゃん 
ブルームーンブルー  キャロット 

4Ｆ 

アンジェリックプリティ エドッコ 
ピークアンドパイン  卵と私 
バックス＆ティーファクト エスビーワイ プレミアムショップテンジン 5Ｆ 
レニウムハイダウェイ  もんじゃ江戸門 
三愛水着楽園  洋麺屋 五右衛門 
デフィリアス  キリコ・ディ・ナポリ 
レイジーブルー  喜水亭和楽 
ブレス  一汁五穀 
ＳＷＣ  

7F 

にんにくやチャイニーズ 
サンキューマート  モノマニア 
バッファローボブズ ムモクテキ 
トランスフォーム エムエイチピー 
メイヘム スーパースピンズ 
ラウンダー 

8F 

ワンダーパーク 

6Ｆ 

ラガス   
※キャンペーン期間中、リニューアル工事などによりご利用いただけない店舗がございます。 

 詳しくは、天神コアホームページをご覧ください。（http://www.tenjincore.com/） 

 
■雑 貨 館 イ ン キ ュ ー ブ  天 神 店  
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