＜平成 28 年 3 月 31 日発表＞

福岡市の無料公衆無線 LAN サービス「Fukuoka City Wi-Fi」

～ ３/３１ 福岡市内を中心に新たに 10 駅で利用可能になります ～
● 西日本鉄道㈱では、福岡市内の駅を中心に、新たに 10 駅に福岡市の無料公衆無線 LAN サービス
「Fukuoka City Wi-Fi」を導入し、平成 28 年 3 月 31 日（木）からサービスを開始いたします。
● 近年ますます、中国や韓国をはじめとする海外からの観光客が増加している中、国内外の観光客の
利便性向上と情報発信力の強化を目的に、当サービスの拠点拡大に取り組む福岡市と共働で実施
するものです。当社グループ施設では、西鉄天神バスセンター、博多バスターミナル、西鉄福岡
（天神）駅、ソラリアステージ、天神コアの 5 施設に続く導入となります。
● 「Fukuoka City Wi-Fi」はキャリア（通信サービスを提供する会社）を選ばず、どなたでも手軽に高速
インターネットをご利用いただけるサービスです。今回当社では、福岡市内の 8 駅のほか、多くの観光
客に利用される太宰府駅と柳川駅に本サービスを導入いたします。既に導入している西鉄福岡
（天神）駅や西鉄天神高速バスターミナルをはじめとする各施設間の移動の際も、1 度の設定で
シームレスな Wi-Fi 接続をご利用いただけます。
● 当社では、今後もお客さまのニーズにお応えするとともに、駅やバス車内、商業施設への Wi-Fi
サービスの導入を進めてまいります。

■ 西鉄電車「
西鉄電車「Fukuoka City Wi-Fi」
」サービス拡大
サービス拡大の
概要について
拡大の概要について
【サービス開始日】

平成 28 年 3 月 31 日（木）

【サービス内容】

以下の対象施設において、福岡市の無料公衆無線
LAN サービス「Fukuoka City Wi-Fi」を導入します。

【対 象 施 設】

○西鉄天神大牟田線 （7 駅）
・薬院駅
・西鉄平尾駅
・高宮駅
・大橋駅
・井尻駅
・太宰府駅
・西鉄柳川駅
※西鉄福岡（天神）駅は平成 25 年 12 月に導入済み
○西鉄貝塚線 （3 駅）
・貝塚駅
・西鉄千早駅
・西鉄香椎駅
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【設 定 方 法】

①スマートフォンなどの無線設定画面で SSID「Fukuoka_City_Wi-Fi」を選択する
②ブラウザを起動しポータル画面が表示されたら言語〔日・英・韓・中（簡）・中（繋）〕
を選択する
③利用規約に同意する
④お名前とメールアドレスを登録する
⑤セキュリティ警告に同意する
※なお、IP アドレスや DNS サーバなどのネットワーク設定や、無線の暗号化設定は
不要です。

（参考）
参考） 当社施設における
当社施設における Wi-Fi サービス導入状況
サービス導入状況について
導入状況について （平成 28 年 3 月 31 日現在）
日現在）
関連部門
鉄 道

導入施設
西鉄福岡（天神）駅

薬院駅、西鉄平尾駅、高宮駅、大橋駅、井尻
駅、貝塚駅

太宰府駅

西鉄柳川駅

西鉄千早駅、西鉄香椎駅

バ ス

下大利駅、都府楼前駅、西鉄二日市駅、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、新栄町駅、大牟田駅、西鉄五条駅
香椎花園前駅、唐の原駅、和白駅、三苫駅、
西鉄新宮駅
紫駅
西鉄天神高速バスターミナル
博多バスターミナル
一般路線バス
※主に福岡都心 100 円循環バスを運行する
車両 22 両
福岡市内 バス停留所上屋（下記 10 箇所）
・天神高速バスターミナル前 1A（南側）
・天神大丸前 4A
・天神コア前 7B
・天神福ビル前 12
・天神中央郵便局前 18A
・天神日銀前 19A
・住吉（西行）
・東中洲（東行）
・駅前 1 丁目（北行）
・筑紫口（南行）
夜行高速バス
・福岡～東京線「はかた号」（プレミアムシート）
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キャリア
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
docomo Wi-Fi
au Wi-Fi SPOT、Wi2 300
ソフトバンク Wi-Fi スポット
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
docomo Wi-Fi
au Wi-Fi SPOT
Wi2 300
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi、
西鉄電車 Free Wi-Fi）
docomo Wi-Fi、
au Wi-Fi SPOT、Wi2 300
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi、
西鉄電車 Free Wi-Fi）
docomo Wi-Fi
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
docomo Wi-Fi
docomo Wi-Fi
au Wi-Fi SPOT
Wi2 300
docomo Wi-Fi
au Wi-Fi SPOT、Wi2 300
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）
全キャリア
（Nishitetsu Bus Free Wi-Fi）
ソフトバンク Wi-Fi スポット

全キャリア
（Nishitetsu Bus Free Wi-Fi）

商業施設

ソラリアプラザ

全キャリア対応
（SOLARIAPLAZA_Wi-Fi）
全キャリア（Fukuoka City Wi-Fi）

ソラリアステージ
天神コア
チャチャタウン小倉

ホ テ ル
（客室内）

docomo Wi-Fi
au Wi-Fi SPOT
ソフトバンク Wi-Fi スポット
全キャリア対応

西鉄グランドホテル
ソラリア西鉄ホテル
ソラリア西鉄ホテル銀座
ソラリア西鉄ホテル鹿児島
ソラリア西鉄ホテルソウル明洞
西鉄イン全店舗

この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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