＜平成 26 年 1 月 31 日発表＞

2 キャリアの公衆無線 LAN サービスを 31 駅に順次導入

公共インフラ機能を付加し、利便性の高い駅施設を目指します。
● 西日本鉄道㈱では、平成 26 年 2 月 1 日（土）より、西鉄電車の主要駅における公衆無線 LAN
（Wi-Fi）サービスを順次拡大します。
● 当社の駅施設では現在、西鉄福岡（天神）駅、太宰府駅の 2 駅にて Wi-Fi サービス「docomo
Wi-Fi」・「au Wi-Fi SPOT」・「Wi2 300」をご利用いただけますが、2 月 1 日（土）より薬院駅にてサー
ビスを開始するのをはじめ、さらに平成 26 年 9 月までに主要駅 31 駅に同サービスを拡大いたします。
● 多くのお客さまがご利用になる駅施設に当サービスを導入することで、当サービス事業者とのご契約
をお持ちのお客さまは、駅構内（ホーム・コンコース）において手軽に高速インターネットをご利用いた
だけます。
● 当社では、これまでに福岡市内のバス停留所や夜行高速バス・ホテル客室においても Wi-Fi サービ
スを導入してまいりました。今後もお客さまのニーズにお応えするとともに、駅や商業施設への Wi-Fi
サービスの導入を進めてまいります。
■ 鉄道駅
鉄道駅施設における
施設における公衆無線
における公衆無線 LAN（
LAN（WiWi-Fi）
Fi）サービス導入
サービス導入の
導入の概要について
概要について
【サービス内容】

以下対象施設の駅構内（ホーム・コンコース）において、公衆無線 LAN サービス
「docomo Wi-Fi」および「au Wi-Fi SPOT」、「Wi2 300」を導入します。

※KDDI グループでは「au Wi-Fi SPOT」「Wi2 300」の Wi-Fi がご利用いただけます。
【対 象 施 設・
開 始 時 期】

サービス提供開始時期
すでにご利用いただける駅

路線

平成 26 年 2 月 1 日
平成 26 年 2～3 月（予定）

1

駅名

天神大牟田線

西鉄福岡（天神）駅

（au のみ）

都府楼前駅

（docomo のみ）

西鉄二日市駅

太宰府線

太宰府駅

天神大牟田線

薬院駅

天神大牟田線

西鉄平尾駅、高宮駅、大橋駅、
井尻駅

（docomo）

都府楼前駅

（au）

西鉄二日市駅

サービス提供開始時期
今後導入予定
（平成 26 年 4 月以降随時）

路線

（ａｕのみ）

駅名
下大利駅、朝倉街道駅、筑紫
駅、三国が丘駅、西鉄小郡駅、
宮の陣駅、西鉄久留米駅、花畑
駅 、大 善 寺 駅 、西 鉄 柳 川 駅 、
新栄町駅、大牟田駅
紫駅

太宰府線

西鉄五条駅

貝塚線

貝塚駅

（docomo のみ）

西鉄千早駅、西鉄香椎駅、
香椎花園駅、唐の原駅、和白
駅、三苫駅、西鉄新宮駅

天神大牟田線

【そ

の

他】

○ご利用にあたっては、各公衆無線 LAN サービスをご契約していただく必要がありま
す。詳しくは各サービス提供事業者へお問い合わせください。
「docomo Wi-Fi」 （㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ）
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/docomo_wifi/
「au Wi-Fi SPOT」 （KDDI㈱）
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/
「Wi2 300」（㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレス）
http://300.wi2.co.jp/
○ホームや階段などを移動しながらのご利用は、大変危険ですのでお控えください。

（参考）
参考） 当社施設
当社施設における
サービス導入状況について
日現在）
施設における Wi-Fi サービス導入状況
導入状況について （平成 26 年 1 月 31 日現在）
関連部門
導入施設
キャリア
鉄 道
西鉄福岡（天神）駅
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
西鉄福岡（天神）駅、太宰府駅
docomo Wi-Fi、au Wi-Fi SPOT
バ ス
西鉄天神バスセンター、博多バスターミナル
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
福岡市内 バス停留所上屋（下記 10 箇所）
ソフトバンク Wi-Fi スポット
・天神バスセンター三越前 1A（南側）
・天神大丸前 4A
・天神コア前 7B
・天神福ビル前 12
・天神日銀前 19A
・天神中央郵便局前 18A
・住吉（西行）
・東中洲（東行）
・駅前 1 丁目（北行） ・筑紫口（南行）
au Wi-Fi SPOT
夜行高速バス
・福岡～東京線「はかた号」
・福岡～横浜 池袋（大宮）線「Lions Express」
商業施設 ソラリアプラザ
全キャリア対応
チャチャタウン小倉
docomo Wi-Fi、au Wi-Fi SPOT
ソフトバンク Wi-Fi スポット
ホ テ ル 西鉄グランドホテル、ソラリア西鉄ホテル、
全キャリア対応
（客室内） ソラリア西鉄ホテル銀座、西鉄イン博多、
西鉄イン福岡、西鉄イン新宿
・

（参考）
参考） 当社施設における
当社施設における今後
における今後の
今後の Wi-Fi サービス導入予定
サービス導入予定について
導入予定について
導入時期
導入施設
平成 26 年 3 月
西鉄イン天神、西鉄イン心斎橋
平成 26 年度上期 西鉄天神大牟田線・貝塚線 主要駅
ソラリア西鉄ホテル鹿児島、
西鉄イン全施設（小倉・黒崎・別府・日本橋・
高知はりまや橋・蒲田・名古屋錦・那覇）
平成 26 年度内
ソラリアステージ、天神コア

キャリア
全キャリア対応予定（客室内）
docomo Wi-Fi、au Wi-Fi SPOT
全キャリア対応予定（客室内）

全キャリア対応予定

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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