
  

 
市政記者各位                             令 和 ２ 年 10 月 28 日 

総務企画局企画調整部 
交 通 局 総 務 部 営 業 課 
福岡地域戦略推進協議会 

 

福岡市実証実験フルサポート事業 

『 LINE で買って、そのまま乗れる 』 
特定エリア（天神～博多間）１日乗車券を発売します!! 

 

 
 
 
 
 

福岡市と福岡地域戦略推進協議会(FDC)では、AI や IoT 等の先端技術を活用した社会課題の解決等に

繋がる実証実験プロジェクトを全国から募集し、優秀なプロジェクトの福岡市での実証実験をサポート

する「福岡市実証実験フルサポート事業」を実施しています。 

この度、下記のとおり実証実験が開始されますので、お知らせいたします。 
  なお、「４ 報道機関向け取材会」を行いますので、取材賜りますようお願い申し上げます。 
 

１ 実施企業 

 ＬＩＮＥ Ｆｕｋｕｏｋａ 株式会社 

ＬＩＮＥ 株式会社 
 

２ 事業概要 

   福岡市地下鉄の特定エリア（天神～博多間）1日乗り放題企画きっぷを LINEミニアプリ上で購

入し、駅改札窓口で乗車券面（モバイル上の確認画面）を提示することで乗車いただけます。 

   また、LINE公式アカウント「FUKUOKA GUIDE」（LINE ID:@fukuokacity_guide）に友だち登録す

ると、乗降時に駅改札窓口に設置している駅ＱＲコードを読み取るだけで、駅周辺の特典施設情

報などのプッシュ通知を受け取ることができます。 

福岡市地下鉄では、令和 4年の地下鉄七隈線延伸区間の開業に向けて、天神～博多間の回遊性

を高めるなど、地下鉄利用者の利便性向上につながる取組みを進めることにより、さらなる都市

の魅力の向上を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつでも、どこでも LINE を使って乗車券を購入できます。 
駅周辺の特典施設などお得な情報を LINEで配信します。 

 全国初︕ 
鉄道事業 



  

 

３ 企画きっぷ概要 

（１）名称 

  天神・博多間 1日フリーきっぷ 
 
（２）対象駅 

福岡市地下鉄内の５駅 

（天神駅、中洲川端駅、呉服町駅、祇園駅、博多駅） 
 
（３）料金 

 大人５００円、小児２５０円 
 
（４）発売期間（実証実験期間） 

 令和２年１１月４日（水） ～ 令和３年２月２８日（日）（予定） 

 

４ 報道機関向け取材会 

    今回の企画きっぷにおける購入から利用までのデモンストレーションを行います。 
 

日 時 ： 令和２年１１月４日（水） １０：００～ 

場 所 ： 中洲川端駅 川端口改札付近（博多リバレイン・博多座方面改札口） 

申 込 ： 別添「『福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能』 

実証実験取材会」にて、１１月２日（月）１２時までにお申し込みください。 

 

５ その他 

   その他の採択事業者（三井住友カード㈱を代表企業とする事業者、ジョルダン㈱）について

は、令和３年春頃開始予定 

 

 

 
【企画乗車券に関する問い合わせ先】 
福岡市交通局総務部営業課  大久保、中島  電話：092-732-4120（内線 4120） 

【福岡市実証実験フルサポート事業に関する問い合わせ先】 
福岡市総務企画局企画調整部 井上、熊本    電話：092-711-4357（内線 1225） 



 

 

報道関係各位                                        2020.10.28 

LINE 株式会社 

LINE Fukuoka 株式会社 

 

 

全国初 鉄道事業への LINE ミニアプリ導入。 
福岡市地下鉄「天神･博多間１日フリーきっぷ」の 

購入からスポット案内まで LINE で完結。 
福岡市観光とそのための移動をアシストする観光型 MaaS を実現。 

 

 

LINE 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出澤 剛）、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、代表取締役社長：落合 紀貴、以下 LINE Fukuoka）は、「福岡市実証実験フルサポート事

業」(*1)の一環として、LINE 上で地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能の実証実験を 11 月 4 日

（水）より開始しますので、お知らせいたします。 

 

 

福岡市が運営する福岡市地下鉄は 2022 年度に七隈線の天神南駅～博多駅間のルートを開業予定であり、それに先立ち天

神～博多間の回遊需要を検証するため、この度新たに「天神・博多間 1 日フリーきっぷ(*2)」を発売。本実証実験では

LINE ミニアプリで「天神・博多間 1 日フリーきっぷ」の購入・利用を可能にし、対象駅到着時に周辺の特典施設やおすす

めのグルメ情報の受け取りまでを LINE 上で完結できます。 

これにより、目的に合わせて複数のアプリを入れる必要のないスマートな観光型 MaaS が実現します。 

 

■LINE ミニアプリできっぷ購入が便利に 

LINE ミニアプリは、ライフスタイルにおけるさまざまなニーズに応えるサービスを、LINE 上で提供できるウェブアプリ

ケーションです。LINE ミニアプリを活用することで、サービスを利用する為の新たなアプリのダウンロードや、モバイル

きっぷを受け取る為のメールアドレスなどの登録作業が不要になります。現金のやりとりや窓口での対人接触もなくなる

ので、感染症予防策としても有用です。 

 

■LINE 公式アカウントよりオススメ情報が受け取れる 

専用の LINE 公式アカウント（FUKUOKA GUIDE:＠fukuokacity_guide）より、対象駅到着時に周辺の特典施設やおすす

めグルメ情報の受け取りが可能になります。これにより、自分でスポット情報を調べる必要がなく、LINE1 つで福岡市の



 

 

おでかけをアシストします。 

 

 

※スマートフォンでのみ利用可能なサービスです。 

※LINE アプリを最新のバージョンにアップデートしていただく必要がございます。 

※対象 OS は、iOS:10.0 以降、Android:5.0 以降です。また通信環境が悪い場合は、サービスを利用できない場合がござ

います。 

 

(*1)福岡市は AI・IoT 等の先端技術を社会課題の解決に活用するため「福岡市実証実験フルサポート事業」を実施し、設

定したテーマに繋がるプロジェクトを全国から募集しています。 LINE グループは、今回公募された「地下鉄のモバイル

乗車券や非接触決済を活用した新たな乗車券販売方法」に 2020 年 3 月に採択を受けました。 

募集対象 地下鉄の特定エリア 1 日乗り放題企画切符のモバイル乗車券や非接触決済を活用した、新たな

乗車券販売方法の検討に資するプロジェクト 

提案内容 専用アカウントで、モバイル切符の購入や提示による乗車を可能にする。 

地下鉄沿線スポットの紹介機能も追加 

対象駅 福岡市地下鉄/天神駅、中洲川端駅、呉服町駅、祇園駅、博多駅 

実証実験期間（予定） 2020 年 11 月 4 日～2021 年 2 月 28 日 

 

プレスリリース：https://linefukuoka.co.jp/ja/pr/news/2020/041313 

 

(*2)「天神・博多間 1 日フリーきっぷ」は福岡市地下鉄が発券する天神～博多間の 5 駅間乗り降り自由のきっぷです。 

対象駅：天神・中洲川端・呉服町・祇園・博多 

販売期間：2021 年 2 月 28 日まで 

購入方法：スマートフォンで専用 QR コードを読み取り 

料金：大人 500 円、小児 250 円 

支払方法：LINE Pay 決済 

 

 

LINE グループはこれからも、AI や Fintech といった LINE の先端技術を活用して、福岡市を豊かで便利な未来志向のまち

「スマートシティ」にすることを目指して、福岡市や福岡に暮らすみなさまと共創してまいります。 

 

＜会社概要＞ 

【LINE 株式会社概要】 

社名：LINE 株式会社 

本社所在地：東京都新宿区新宿四丁目１番６号 JR 新宿ミライナタワー23 階 

代表者：代表取締役社長 CEO 出澤 剛 

資本金：97,284 百万円（2020 年 6 月末時点）  

設立日：2000 年 9 月 4 日(2013 年 4 月 1 日 NHN Japan 株式会社より商号変更) 

事業内容：コミュニケーションアプリ「LINE」および LINE プラットフォーム上で展開するコンテンツ・サービス・その

他ウェブサービスの開発・運営、広告販売、AI・IoT 関連事業 

 

【LINE Fukuoka 会社概要】 

社名    ：LINE Fukuoka 株式会社 

LINE 公式アカウント名：FUKUOKA GUIDE 

LINE ID：@fukuokacity_guide 

友だち追加リンク：https://lin.ee/s4ymOTs/prmt/ri/ri 

 



 

 

本社所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 12F 

代表者   ：代表取締役社長 落合 紀貴 

資本金   ：490 百万円 (2018 年 1 月時点) 

設立日   ：2013 年 11 月 18 日 

主な事業内容：LINE および関連サービスの開発・クリエイティブ・運営・事業企画など 

https://linefukuoka.co.jp/ja/ 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

LINE Fukuoka 株式会社  TEL：092-292-3573  E-mail：dl_lfk_pr@linecorp.com 

広報： 石渡(080-8715-2009) 、日笠（080-2085-7696） 

https://linefukuoka.co.jp/ja/
mailto:dl_lfk_pr@linecorp.com


 
 

報道関係各位                                     2020 年 10 月吉日 
LINE Fukuoka株式会社 

 
―取材会のご案内― 

福岡市実証実験フルサポート事業 
LINEを活用した「福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能」の 

実証実験取材会、開催 
 
日時：2020年 11月 4日（水）10:00～11:00    於：福岡市地下鉄 中洲川端駅（川端改札口付近） 

 

 
LINE Fukuoka株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：落合 紀貴）は、福岡市実証実験フルサポート事業で
2020年 3月に採択を受けた「福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能」の実証実験につい
て、2020年 11月 4日（水）10時より取材会を開催いたしますので、お知らせいたします。 
 
同日は、本実証実験の開始日となります。実際に「きっぷの購入～改札の通過～降車後の周辺スポットの案内受取」まで
の一連の動作を体験いただけます。 
 
 
■福岡市実証実験フルサポート事業： 

LINEを活用した「地下鉄のモバイル乗車券や非接触決済を活用した新たな乗車券販売方法」実証実験とは  
LINEグループ（LINE株式会社、LINE Fukuoka株式会社）は、福岡市が公募した「地下鉄のモバイル乗車券や非接触 
決済を活用した新たな乗車券販売方法」に対して提案を行い採択を受けております。 
本実証実験では、LINEミニアプリで「天神・博多間 1日フリーきっぷ」の購入・利用を可能にし、対象駅到着時には周辺
の特典施設やおすすめのグルメ情報の受取りまで LINE上で完結させることが可能です。 
 
市民の皆さまにスムーズにご活用いただけることを目指し、実施概要および実際の操作方法などをお伝えする場を 
設けました。 
 
つきましては、本取材会へのご出席ご取材を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、別添の返信項目をご記入の上、11月 2日（月）12:00までにお申し込みをお願い申し
上げます。 ※メールアドレス： dl_lfk_pr@linecorp.com 
 

※実施内容は状況によって変更が生じる可能性がございます。 
 

以上 

 
 

LINEを活用した「福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能」実証実験取材会 

日時 2020年 11月 4日（水）10:00～11:00（9:40受付開始） 
場所 

受付場所 
福岡市地下鉄  中洲川端駅 川端改札口付近（福岡県福岡市博多区上川端町 11） 
※改札口付近にメディア受付をご用意しております。 

内容（予定） 

・福岡市実証実験フルサポート事業の目的・概要のご説明（福岡市 企画調整部 課長 井上雄介様） 
・福岡市地下鉄のご担当より一言（福岡市 交通局 総務部 営業課長 大久保治郎様） 
・LINEを活用した「福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能」実証実験実施のプ
ロジェクト概要および操作方法のご説明（LINE Fukuoka Smart City戦略室 室長 南方尚喜） 
・体験会（きっぷの購入～改札の通過～降車後の周辺スポットの案内受取） 
・質疑応答 

登壇者（予定） 
福岡市 企画調整部 課長 井上雄介様 
福岡市 交通局 総務部 営業課長 大久保治郎様 
LINE Fukuoka Smart City戦略室 室長 南方尚喜 

備考 

・参加の際は必ず、事前に広報までご一報ください。 
・カメラの位置は、受付先着順となります。 
・会場内は狭小な箇所がございますので、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。 

・一般のお客様に配慮し、一部撮影をお控えただく可能性がございます。スタッフがご案内を差し上げますの
で予めご了承ください。 

mailto:dl_lfk_pr@linecorp.com


 
 

「福岡市地下鉄でのモバイルきっぷ購入および周辺スポットの紹介機能」実証実験取材会 
 
【日程】2020年 11月 4日（水） 10:00～11:00（予定）  ※9:40－報道受付開始 
【会場】福岡市地下鉄 中洲川端駅 川端改札口付近（福岡県福岡市博多区上川端町 11） 
 
 
 
 

E-mail： dl_lfk_pr@linecorp.com  
※上記宛先へ、以下の項目をご記入または本シートを添付の上ご返信をお願い申し上げます。 

 
 

ご出席      ご欠席 
 

 
貴社名 

 

 
貴媒体名 

 

 
ご芳名 

 
 

 
ご連絡先 

TEL： 
E-mail： 

 
参加人数        名 

 
撮影 □スチール □ムービー □撮影予定なし 

（いずれかに✔をご記入ください） 
 
通信欄 

 

※そのほか、ご希望や質問等ございましたら、ご記入ください。 

 
【LINE Fukuoka株式会社 概要】 
社名：LINE Fukuoka株式会社 
本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP博多ビル 12F 
代表者：代表取締役社長 落合 紀貴 
資本金：490百万円（2018年 1月時点） 
設立日：2013年 11月 18日 
主な事業内容：LINEおよび関連サービスの開発・クリエイティブ・運営・事業企画など  
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
LINE Fukuoka株式会社  
広報：石渡（080-8715-2009）日笠（080-2085-7696）TEL：092-292-3573  E-mail：dl_lfk_pr@linecorp.com 

 

宛先 
 

別添 

ご返信用紙 11月 2日（月）12:00締切 

  

mailto:dl_lfk_pr@linecorp.com
mailto:dl_lfk_pr@linecorp.com
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