
 
令和元年 5 月 14 日 
総務企画局企画調整部  

市政記者各位 

 

‐公民連携ワンストップ窓口「mirai@」‐ 
雨傘のシェアリングサービス「アイカサ」について 

 
 福岡市では，民間事業者の先進的なアイデアや AI･IoT などの革新的技術を活用して，社会課

題の解決等を促進するワンストップ窓口『mirai@』(ﾐﾗｲｱｯﾄ)を開設しています。 
今年 2 月 mirai@に，本サービスを提供する(株) Nature Innovation Group から，サービスの

福岡市展開に伴う市との連携等の提案があり，関係部署等と対話を重ねてきました。 
本サービスは，先駆的なサービスであるとともに，街の回遊性の向上，来訪者の利便性向上，

ビニル傘のごみ減量という公益性にもつながる取り組みであることから，福岡市の公共施設に

も設置することにいたしましたのでお知らします。 
なお，詳細につきましては，福岡市展開を記念して，別紙のとおり記者発表会が実施されま

すので，当日の取材をよろしくお願いいたします。 
  

記 
 
 1 アイカサ概要 

  ・雨傘のシェアリングサービス 
・現在のところ，日本では他に同様の雨傘シェアリングサービスはない 
・現在東京に約 120 箇所・1,000 本の雨傘を配置 

 

 2 事業者 
  株式会社 Nature Innovation Group（ネイチャー・イノベーション・グループ） 

[本社：東京都渋谷区渋谷 3-26-16 第五叶ビル 5 階、代表取締役：丸川 照司 氏] 

 （福岡市エリアでの展開に関する協力事業者） 
  LINE Fukuoka 株式会社 
 [本社：福岡市博多区博多駅中央街 8-1JRJP 博多ビル 12F、代表取締役：落合 紀貴 氏] 

 
 3 設置場所（5/21～ ） 

市庁舎，地下鉄駅など（詳細は記者発表会時に発表） 
※全体では，商業施設，ホテルなど市内約 40 箇所に設置予定 

 
 4 問い合わせ先 
  総務企画局企画調整部 
  担当：井上，高園   電話：092-711-4357（内線：1225） 



 

報道関係者各位 

株式会社Nature Innovation Group 

2019年5月吉日 

 

 

日本初傘シェアリングサービス「アイカサ」 

福岡市で5月21日よりサービス提供 本格開始発表会のご案内 

～雨の日の移動を快適にし、まちの回遊率を向上させることができる 

シェアリングサービス提供開始～ 

 

株式会社Nature Innovation Group（アイカサ）［本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸川照司、

以下アイカサ］は５月２１日より福岡市にて公共施設や、渡辺通り沿いの商業施設を中心に本

格展開を開始することをお知らせいたします。この度、サービス提供を記念いたしまして、下

記の通り記者発表の場を設けさせて頂きますので、ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わ

せの上、何卒、ご臨席賜りますようお願い申し上げます。 

 

当日は、アイカサ代表取締役 丸川照司、LINE Fukuoka株式会社取締役 鈴木優輔様により、

傘シェアリングサービス「アイカサ」サービスについてのご紹介や共同キャンペーンの実施等

についてご披露した後、福岡市長 髙島宗一郎様によりご挨拶を賜ります。 

 

記 

 
日時   ：2019年5月21日(火)11:30～12:00（受付開始11:00） 

会場   ：エルガーラ・パサージュ広場 

      福岡県福岡市中央区天神１丁目４―１ 

登壇者  ：福岡市 市長 髙島宗一郎様 

LINE Fukuoka株式会社 取締役 鈴木優輔様 

      株式会社Nature Innovaion Group（アイカサ） 

      代表取締役 丸川照司 

式次第（予定） 

・「アイカサ」サービスとキャンペーン説明 

（Nature Innovation Group 丸川 照司） 

・共同キャンペーン実施背景と福岡市で目指すSmart City構想の紹介 

（LINE Fukuoka株式会社 鈴木 優輔） 

・髙島宗一郎市長挨拶  

・フォトセッション 

・デモンストレーション 

 

 

【記者発表に関するお問い合わせ先・取材受付】 

 （株）Nature Innovaion Group（アイカサ） 福岡担当：古堅 

  ℡080-1791-1514 / e-mail：furugen@i-kasa.com 

 

mailto:furugen@i-kasa.com


 

報道関係各位                                       2019 年 5 ⽉吉⽇ 
 LINE Pay 株式会社 

LINE Fukuoka 株式会社 
 

―取材のご案内― 
LINE Pay / LINE Fukuoka 及び傘シェアリングサービス「アイカサ」、 

福岡市展開におけるコラボレーションキャンペーン発表記者会⾒ 
⽇時：2019 年 5 ⽉ 21 ⽇（⽕）11:30〜（11:00 受付開始） 

於：⼤丸福岡天神店 エルガーラ・パサージュ広場（福岡市中央区天神 1-4-1） 
 
LINE 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑：出澤 剛）の⼦会社でコミュニケーションアプリ「LINE（ライン）」
上でモバイル送⾦・決済サービス「LINE Pay」（ http://line.me/pay ）を運営する LINE Pay 株式会社（本社：東京都品川区、
代表取締役 CEO：⾼ 永受、以下 LINE Pay）、同じく福岡を拠点とする⼦会社の LINE Fukuoka 株式会社（本社：福岡県福
岡市博多区、代表取締役社⻑：落合 紀貴）は、福岡市内でのサービス展開を開始する傘シェアリングサービス「アイカサ」
（運営：株式会社 Nature Innovation Group、本社：東京都渋⾕区、代表取締役：丸川 照司）と LINE Pay で⽀払うとシェ
アリング傘をお得に利⽤できる福岡限定のキャンペーンを実施いたします。 
 
LINE グループはこれまでも複数の取り組みを福岡市と協働し、LINE の技術を活⽤した豊かで便利な未来志向のまちづくり
（Smart City）を共に⽬指しております。今後は、⾃治体以外の企業・団体とも積極的に共創し、スマホ（「LINE」「LINE 
Pay」）があれば、⼿ぶらでも欲しい情報・モノ・サービスと必要なときに繋がれる、そんな⽇常を実現することで、Smart 
City 化を加速させてまいります。今回のキャンペーンはその第⼀弾です。 
 
つきましては、共同記者発表会を 2019 年 5 ⽉ 21 ⽇（⽕）に開催することとなりました。ご多忙の中⼤変恐縮ではござい
ますが、本発表会にご出席ご取材賜りたくご案内申し上げます。ご出席の際は誠にお⼿数ですが、5 ⽉ 20 ⽇（⽉）18:00
までに、メール（ dl_lfk_pr@linecorp.com 宛）にて、【貴社名・貴媒体名・代表者名・ご参加⼈数・カメラ種別（スチ
ール・ムービー）・ご連絡先】を記載の上ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

「アイカサ」の福岡市展開における共同キャンペーン発表記者会⾒ 

⽇時 2019 年 5 ⽉ 21 ⽇（⽕）11:30〜12:00 （11:00 受付開始） 

場所 ⼤丸福岡天神店 エルガーラ・パサージュ広場（福岡市中央区天神 1-4-1） 

主催 株式会社 Nature Innovation Group、LINE Fukuoka 株式会社 

登壇者 株式会社 Nature Innovation Group  代表取締役  丸川  照司 
LINE Fukuoka 株式会社        取締役 COO 鈴⽊ 優輔 

ゲスト 福岡市                福岡市⻑ 髙島 宗⼀郎 

内容 
（予定） 

・「アイカサ」サービスとキャンペーン説明 （Nature Innovation Group 丸川  照司） 
・共同キャンペーン実施背景と福岡市で⽬指す Smart City 構想の紹介（LINE Fukuoka 株式会社 鈴⽊ 優輔） 
・市⻑挨拶 
・フォトセッション 
・デモンストレーション 

・会場にて発表する内容は、同⽇ 11:30 頃プレスリリースの配信を予定しています。 
・その他、スタッフからの指⽰及び誘導があった際には、その内容に沿ってのご取材をお願いいたします。 

以上 
 
本件に関するお問い合わせ先 
LINE Fukuoka 株式会社 広報：⽯渡・⻘⽊  TEL：092-292-3573  E-mail： dl_lfk_pr@linecorp.com 
LINE Pay 株式会社 広報： 上岡  TEL：050-3189-5993 E-mail：  press@linecorp.com
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