
05 06

■ 「福ビル街区建替プロジェクト」第１期事業の計画発表

本年８月、当社の本社が入居する「福岡ビル」および隣接するビルを含む「福ビル街区建替プロジェクト」第１期事業として、
福岡ビルおよび天神コアビルの建替計画を発表いたしました。

開発コンセプトは、「創造交差点 ｍｅｅｔｓ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｉｄｅａｓ」です。アジアゲートウェイ、九州一の商業エリア、職住近接
のコンパクトシティといった特徴を活かしたヒト、モノ、情報の交差によって、常に新しいビジネスと文化を生み出します。
新しいまちのブランドを示すことで、福岡天神を「来街者とワーカー自ら主体となって創造と文化を楽しむまち」に変革さ
せることを目指します。

◇幅約100m、奥行約80m、高さ約96mの圧倒的な
規模感

◇規模を活かし、様々な用途（オフィス、商業、ホテル等）
を導入

◇多くの人々が行き交い、交流できる場や市民が憩え
る広場の創出

①圧倒的な規模感と多様性に満ちた複合施設

◇耐震性に優れ、BCP対策やセキュリティ対策、環境に配慮した先進的なビル
◇大規模無柱空間に大きな面積を必要とするテナントもワンフロアで納まる等、効率的な利用が可能
◇グローバル企業や多様な働き方に対応したオフィスサポート機能の導入

②グローバル企業の受け皿となるハイスペックオフィス

◇5～6階に天神交差点を一望する九州最大のスカイロビーを計画。オフィスエントランスのほか、ホテルロビー、カン
ファレンス、コワーキングスペース、カフェ等を配置

◇1階および地下2階からダイレクトにつながるシャトルエレベーターを設置し、各用途の動線を集中させることで、偶
発的な出会いを生み出し、新たなビジネスや文化が創出される場となることを目指す

③様々なアクティビティが交差するスカイロビー

◇日本の伝統的な格子柄をイメージしたフレームデザインや西鉄電車のレールから発想を得た鉄の素材感
◇ビル内の様々な用途が交じり合う様子を視覚的に表現した外壁のグリッド形状
◇緑化による憩いの空間や低層部の可視化による賑わいの創出

④福岡の新たなランドマークとなる建築デザイン

　2019年４月以降に福岡ビル、2020年４月以降に天神コアビルの解体に着手し、2023年12月に竣工し、2024年春の
開業を目指します。

「福ビル街区建替プロジェクト」第１期事業概要
福岡市中央区天神一丁目111他
約6,200㎡（約1,900坪）
約100,000㎡（約30,000坪）
地上19階、塔屋1階、地下4階
約96ｍ
基本設計：㈱日建設計、実施設計：未定
Kohn Pedersen Fox Associates（KPF）
商業、オフィス、ホテル、カンファレンス　他

所 在 地
敷 地 面 積
延 床 面 積
階 数
建 物 高 さ
設 計 者
外 装 デ ザ イ ン
用 途建物外観イメージ（天神交差点より）

フロア構成イメージ

開発の特徴

※現在、基本設計と外装デザインの調整を行っており、デザインは今後変更になる可能性があります。周辺建物はイメージであり、実際のデザインとは異なります。

建物外観イメージ（渡辺通りより）
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■ 2019年３月23日（土）「ＴＨＥ ＲＡＩＬ ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＨＩＫＵＧＯ」運行開始

地域を味わう旅列車「ＴＨＥ ＲＡＩＬ ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＨＩＫＵＧＯ」
の運行開始日を、2019年３月23日（土）に決定いたしまし
た。また、2018年11月１日（木）より、専用ウェブサイトで
予約受付を開始しております。

列車内では、産地や旬にこだわった沿線地域の食材を
使用したオリジナル料理を提供いたします。

運行開始時には、西鉄福岡（天神）駅から大牟田駅へ向
かう「ランチの旅」、大牟田駅から西鉄福岡（天神）駅へ向
かう「ディナーの旅」の２つのコース、2019年６月１日（土）
からは、西鉄福岡（天神）駅から太宰府駅へ向かう「ブラン
チの旅」を加えた３つのコースを運行予定です。

また、予約開始に合わせウェブサイトをリニューアルし
たほか、沿線地域の魅力を発信するウェブサイト「Ｈｅｌｌｏｃａｌ

（ハローカル）」を開設いたしました。このウェブサイトで
は、地域の魅力的なヒト・モノ・コトを発掘・取材し、新しい
角度から地域の魅力を発信してまいります。

■ 「ソラリア西鉄ホテル」全面リニューアル完了

当社グループホテルブランド「ソラリア」の旗艦店であ
る「ソラリア西鉄ホテル」では、本年９月に、開業後初となる
客室の全面リニューアルを行いました。

複数名でのご利用ニーズに対応するため、ダブル・ツイ
ンルームを増室するとともに、新たにトリプルルームを設
けました。また、客室にロングベンチやクッションヘッド
ボードを設置したほか、洗面・トイレスペースとバスタブ・
洗い場スペースを分離するなどお客さまからご要望の多
かったバスルームを拡大し、より快適なくつろぎ空間を創
出いたしました。

また、本リニューアルを機に、名称を「ソラリア西鉄ホテ
ル」から「ソラリア西鉄ホテル福岡」に変更し、海外や県外
のお客さまにも「福岡」のホテルであることをわかり易く
示しました。

10月には、レストランフロアにおいて、Bar「Trans blue
（トランスブルー）」、鉄板焼「Asagi（あさぎ）」をリニューアル

したほか、Grill&Lounge「Red flamma（レッドフランマ）」
をオープンいたしました。同店では、オープンキッチンで
豪快に焼き上げる、ボリューム満点の肉料理や旬の魚介・
野菜料理等、素材の味を活かしたアメリカンスタイルのグ
リル料理を提供しております。

地域を味わうランチの旅
－CHIKUGO LUNCH COURSE－

「ＴＨＥ ＲＡＩＬ ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＨＩＫＵＧＯ」ウェブサイト：https://www.railkitchen.jp（ご予約もこちらから）

西鉄福岡(天神)駅
11：50 発

柳川駅（降車のみ）
13：42 着

大牟田駅
14：14 着

8,000円

コース名
運行概要（金曜・土曜・日曜・祝日のみ運行）

出発駅 乗降可能駅 到着駅 料金（税抜）

地域を味わうディナーの旅
－CHIKUGO DINNER COURSE－

大牟田駅
<金曜日> 17：40 発
<土日祝> 16：40 発

柳川駅（乗車のみ）
<金曜日> 18：21 発
<土日祝> 17：21 発

西鉄福岡(天神)駅
<金曜日> 20：13 着
<土日祝> 19：13 着

8,000円

地域を味わうブランチの旅
－DAZAIFU BRUNCH SET－

西鉄福岡(天神)駅
9：51 発

－
太宰府駅

<金曜日> 10：30 着
<土日祝> 10：31 着

3,000円

新設した客室（デラックストリプル）

Grill&Lounge「Red flamma」鉄板焼「Asagi」
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■ 西鉄車体技術 バス用自動消火装置の普及に向けた取り組み

西鉄車体技術㈱では、バス用自動消火装置を開発し、販
売を開始しました。

近年、高速バスには安全に関する様々な装置が追加さ
れているものの、バス車両の消火装置は標準装備されて
おらず、車両火災事案が国内でも少なからず発生している
現状においても消火装置は広く普及していませんでした。

そのような背景から、同社では、保有する車両改造・修
理の技術や知識を活用すれば、消火装置をもっと世の中
に広げられるという思いのもとに開発に着手し、ガス系消
火設備事業等において国内最大手であるエア・ウォー
ター防災㈱の協力も得ながら、新たな消火装置を商品化
することに成功しました。本製品は、既存製品に比べ火災

をより早く感知し作動するなど安全性能を高めたことに加
え、より低価格にすることができました。

本取り組みは、「お客さまの安全を最優先する」という意
識のもと、従業員の発案によって日々の事業活動の一環
として行われたものであり、今後、より多くのバス事業者
への本製品の普及に努めてまいります。

バス事業では、どなたにもわかりやすい西鉄バスを目指
し、バス停を中心とする情報案内の充実を進めております。

これまで、利用者の多い天神・博多駅地区から主要目的
地までの、バスのりば・行先番号・運賃・所要時間などをわか
りやすくまとめたリーフレットの作成や、「バスのりば総合案
内マップ」のバス停への掲出などを行ってまいりました。

本年８月からは、福岡市および「Ｗｅ Ｌｏｖｅ天神協議会」
の協力のもと、天神エリアの街路バナー10箇所に、誘目
性のあるデザインのバス停案内を掲出しております。
「バス停が複数あり、天神から目的地に行く乗り場がわ

かりにくい」といった声に対応し、皆さまに安心してバスに

ご乗車いただくため、バス停の位置をわかりやすく表示し
ております。

今後も、どなたにもわかりやすい西鉄バスを目指し、案
内・サービスの拡充に取り組んでまいります。

■ ソラリアステージに新ストリート「天神ＴＯＩＲＯ」オープン

2018年９月、ソラリアステージビル２階の福岡（天神）
駅北口改札外コンコースおよびＭ３階をリニューアル
し、「天神ＴＯＩＲＯ（てんじんといろ）」としてオープンいた
しました。

レンガ調の内装で温もりを感じる優しい雰囲気に生
まれ変わったコンコース空間には、地元福岡の人気店
舗や福岡・天神エリアに初出店となる全国区の店舗な
ど計24店舗をセレクトしました。また、期間限定で店舗
が入れ替わるポップアップスペースを新設し、チャレン
ジ店舗やトレンド、季節感を感じられる店舗を展開する
など、訪れる皆さまの気持ちをアップデートする場を創
出してまいります。

■ ベトナムでの大規模住宅開発プロジェクト「ＷＡＴＥＲ ＰＯＩＮＴ（ウォーターポイント）」始動
　－公共交通と一体となったまちづくり－

当社のベトナムにおける住宅事業で複数の共同開発の
実績を持つナムロンインベストメントコーポレーションと、
新たな大規模共同分譲住宅事業「ＷＡＴＥＲ　ＰＯＩＮＴ」プ
ロジェクトに着手いたしました。

本プロジェクトは、3,000区画超の戸建住宅を中心に、
約165haにわたる大規模住宅開発であり、総区画を全４
期に分けて開発し、2023年を目処に全区画の引き渡し完
了を目指しています。第１期は2019年から着工し、550区
画を販売する予定です。

本プロジェクトの計画地であるロンアン省は、人の流動
や近郊の工場開設に伴う雇用の増加等により経済活動が

活発であり、多くの住宅需要が見込まれています。
また、当エリアからホーチミン市内に向けて高速バスを

運行する計画もあり、当社がこれまで培ってきたバス事業
のノウハウを十分に発揮し、公共交通と一体となったまち
づくりを行う予定です。

■ どなたにもわかりやすい西鉄バスを目指した取り組み
　－リーフレットやマップの作成、天神エリアの街路灯バナーへのバス停案内の掲出－

表面

裏面
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■ フランスにおける現地法人の営業開始

2018年10月、フランスの地場物流企業を子会社化し、
国際物流事業における21番目の海外現地法人といたしま
した。同社は、パリのシャルル・ド・ゴール空港近くに本社を
構えるほか、港湾都市であるル・アーブルやマルセイユに
支店を展開しており、航空輸送や海上輸送を主力としてい
ます。また、当社においてこれまで取り扱いの少なかった
ファッション関連、石油プラント関連、生鮮品等の取り扱い
に関するノウハウを持っており、これらを取り込むことに
よって、営業強化を図ってまいります。

今後は、アラブ首長国連邦のドバイに駐在事務所を設
立し中東・アフリカ市場への足がかりとするほか、イタリア
やブラジルにおける営業拠点の拡充・新設を目指します。

国際物流事業では、事業基盤を強化するため、他企業と
の提携やＭ＆Ａを推進するほか、新たな需要の取り込みを
図るなど、収益拡大に努めてまいります。

■ 各種大型プロジェクトへの参画

現在西鉄グループは、他事業者と共同事業体を組成し、
様々な大型プロジェクトへ参画しております。
「福岡空港特定運営事業」では、当社が出資する福岡

国際空港㈱が2018年11月にビル施設事業を開始し
ており、2019年４月より空港運営事業を開始する予定
です。

また、福岡市による「旧大名小学校跡
地活用事業」では、オフィス・ホテル棟、コ
ミュニティ棟、広場、イベントホール等の
整備を計画しております。

そのほか、福岡市による「青果市場跡
地活用事業」への参画も決定しており、こ
れらの大型プロジェクトの成功のため、
各共同事業体の中で役割を果たしてま
いります。

株主メモ

1. 事 業 年 度／4月1日から翌年3月31日まで
2. 基 準 日／定時株主総会・期末配当 3月31日　中間配当 9月30日
3. 定 時 株 主 総 会／6月
4. 株主名簿管理人／東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号　日本証券代行株式会社
5. 同事務取扱場所／〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目14番2号　日本証券代行株式会社　福岡支店 電話 092-741-0284
　  郵便物送付電話照会先 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号　日本証券代行株式会社 代理人部 電話　  0120-707-843
6. 公 告 の 方 法／当社ホームページ「西日本鉄道株式会社企業サイト」に記載する （URL）http://www.nishitetsu.co.jp/nnr/

①買取請求
ご所有の単元未満株式を当社に市場価格で売却する方法

②買増請求
ご所有の単元未満株式と併せて100株となる数の株式を

当社より市場価格で購入する方法

（例）ご所有株式数
90株

（例）ご所有株式数
90株

90株分の売却代金を
受け取れます。

10株を買増しして100株
にすることができます。

※お手続きにつきましては、証券会社に口座をお持ちの株主さまは、お取引の証券会社へ、証券会社に口座をお持ちでない（特別口座にて株式を管理されている）株主さまは、日本証券
代行（下記お問い合わせ先）にお問い合わせください。

※単元未満株式の買取および買増に係る手数料は無料としております。（証券会社での取次手数料等につきましては、各証券会社にお問い合わせください。）

■特別口座からの振替についてのご案内
　証券会社の口座で管理されていない株式は、当社が日本証券代行（下記お問い合わせ先）に開設した「特別口座」で管理されておりま
す。「特別口座」は、証券会社口座とは異なり、株式を売買するための口座ではございませんので、「特別口座」に記録された株式をご所有の
株主さまは、証券口座への株式の振替をご検討くださいますようお願いいたします。

■株式等に関するマイナンバーお届出のご案内
　2016年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始されています。株式等の税務関係の手続き
でもマイナンバーが必要となりますので、お取引の証券会社または日本証券代行（下記お問い合わせ先）にお届出ください。

お知らせ
■単元未満株式の買取・買増請求についてのご案内
　ご所有株式数のうち、100株未満の株式（単元未満株式）は、市場で売却できませんが、次のいずれかの方法により整理することができ
ます。

本社移転（予定）のご案内
2019年3月末に下記へ移転予定です。詳細につきましては、改めて当社ホームページ「西日本鉄道株式会社企業サイト」等でお知らせいたします。
移転先：博多センタービル（福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号）

お問い合わせ先（特別口座管理機関） 日本証券代行株式会社 0120-707-843

将来の福岡空港イメージ（国際線地区）『提供：福岡国際空港㈱』

国際線旅客ビル施設（増築）

内際連絡バス専用道

LCC棟

立体駐車場

バスターミナル

ホテル

※画像の拡大率が印刷許容範囲を超えます。（現状195％）



グループTOPICS

株主のみなさまへ

福岡ビルは、当社および地場企業の代表者らが発
起人となって設立した福岡ビル株式会社によって、
総工費25億円をかけて建設されました。
1961年12月31日に竣工した本ビルは、地上10
階、地下３階建で、当時は「西日本一のデラックスビ
ル」とも言われ、５階および６階に当社の本社が入居
しました。当初、屋上にはヘリポートを設けていまし
たが、騒音等の問題によりこれを改装し、1962年に、
屋上と10階デッキにビアガーデンを開店しました。

また、翌年には、９階に結婚式場を開設するなど、
その立地の良さから、オフィスビルにとどまらず
活用されました。
その後、現在に至るまで天神のまちとともに歩ん

できましたが、2019年３月31日をもって閉館し、建
替えることが決まり、60年近くに及ぶ歴史に幕を下
ろすこととなりました。新しいビルは、2024年春の
開業を予定しております。

2018 WINTER

■ 福岡ビルの歴史
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屋上に設置されたヘリポート

開業当時の福岡ビル


