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西日本パブリック株式会社

平成３年３月１５日

９，９５０万 円

１，９５０万 円

福岡市東区西戸崎５丁目１５番１８号

TEL（０９２）６０３-０１６２　FAX（０９２）６０３-０６６９

代表取締役社長　粥川　公平

約２００名

粥川 公平、大阪投資育成㈱、従業員持株会

福岡銀行、りそな銀行、みずほ銀行、十八親和銀行、

北九州銀行、商工中金、伊予銀行、大分銀行、鹿児島銀行

国土交通省、西日本高速道路ＳＨＤ㈱、福岡県、福岡市

●H31-35国営海の中道海浜公園運営維持管理業務

　国営海の中道海浜公園マネジメント共同企業体

（西日本パブリック㈱・一般財団法人公園財団・JR九州ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱）

㈱セブンｰイレブン・ジャパン、コカ･コーラウエストジャパン㈱ 、

キリンビール㈱ 、㈱トーホー、㈱如水庵、㈱ひよこ、

㈱お菓子の香梅、㈱明月堂　等

梅林建設㈱、㈱小倉興産、㈱クリタス、㈱西鉄エージェンシー 

東映㈱、一般財団法人公園財団、JR九州エージェンシー㈱　等

りそな銀行不動産部、福岡商事、油山インベストメント、みずほ信託

銀行、太平ビルサービス㈱、恵和マネジメント㈱、創建サービス㈱、

長崎美装工業㈱、長崎綜合警備㈱、小倉興産㈱、

ＳＥＣエレベーター㈱　等

会 社 名

設 立

資 本 金

資 本 準 備 金

本 社 所 在 地

代 表 取 締 役

従 業 員 数

主 要 株 主

取 引 銀 行

主 要 営 業 契 約 先

共 同 運 営 事 業

主要取引先　飲食物販

主要取引先　管理運営

主要取引先　　不動産



◆九州自動車道　広川サービスエリア(上り線)（レストラン・スナックコーナー・テイクアウトコーナー・お土産売店）

◆長崎自動車道　川登サービスエリア(下り線)（レストラン・スナックコーナー・テイクアウトコーナー・お土産売店）

◆大分自動車道　玖珠サービスエリア(上り線) お食事処「福万亭」

◆大分自動車道　玖珠サービスエリア(下り線) お食事処「きりかぶ亭」

◆九州自動車道　山江サービスエリア(上り線) お食事処「人吉亭」

◆九州自動車道　山江サービスエリア(下り線) お食事処「山江亭」

◆九州自動車道　直方パーキングエリア(上り線) お食事処「直方こすもす亭」

◆九州自動車道　鞍手パーキングエリア(下り線) お食事処「鞍手なのはな亭」

高速道路サービスエリア

国営　海の中道海浜公園

◆ワンダーシャトルレストラン・売店　◆北管理棟売店
◆サンシャインショップＡ店・Ｂ店・Ｃ店　
◆サンシャインプール芝生のガーデン　◆日本の名車歴史館　
◇ゴーカート　◇迷路　◇ＳＬ機関車　◇バッテリーカー　
◇Ｆ１バッテリーカー　◇小型乗物　◇カーニバルコーナー

◆福岡県天神中央公園売店「オアシスショップ」
◆福岡市青果市場会館棟２階「マルシェのうまみ」

福岡県 コンビニエンスストア・福岡市 レストラン

貸ビル事業部（自社所有ビル）

◆ＫＳ神屋町ビル
◆大手門ビル
◆長崎ＭＳビル
◆長崎勝山３７ビル
◆榎田ビジネススクエア

中古車販売事業部・インターネット事業部

◆国産旧車レストア　◆旧車車両およびパーツ販売　
◆旧車メンテナンス　◆旧車レンタル

海の中道サンシャインプール管理運営

○広報　○イベント企画　○催事　
○経営コンサルタント　○監視　○警備　○水処理　○電気保守　○清掃
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（福岡市博多区神屋町　オフィスビル８階建て）
（福岡市中央区大手門　オフィスビル７階建て）

（長崎市栄町　オフィスビル地上９階地下１階建て）
（長崎市勝山町　オフィスビル７階建て）

 (福岡市博多区榎田　事務所兼倉庫２階建て１７室）



平成３年　　３月

　　平成４年　　３月
　　

７月

　　平成５年　　３月
　　　

７月

　　平成６年　　３月
　　　

　４月

　　　

　　平成７年　　３月

　　　

　　　４月

　　　７月

　　平成８年　　３月
　　

　５月
　

平成１０年１０月

　平成１１年　６月
　

平成１３年　２月

　　４月

　

平成１４年　３月

●　遊戯運営を主とする西日本パブリック株式会社を資本金５００万円をもって設立、
国営公園内に遊園地ワンダーワールド建設に着手。

●　自家発部門及び飲料・スナック等の自動販売機部門を開設。

●　ゴーカート・メルヘンランド・フワフワ・小型乗物・バッテリーカー運営を開始。

●　増資により資本金１，０００万円となる。

●　九州自動車道・広川ＳＡ（上り線）外売店を全面改装。

●　国営海の中道海浜公園内サンシャインショップＢ店を新装開店。
　　（サンシャインショップＢ店において電力供給の大半を自家発にて行う）

●　国営海の中道海浜公園内に子供管理棟売店を開設。

●　国営海の中道海浜公園内子供広場にＳＬ機関車及び日本初のオン・オフゴーカー
トの運営を開始。

●　国営海の中道海浜公園内に多目的大型レストランワンダーシャトルを開設。
　　（ワンダーシャトルにおいて電力供給の大半を自家発にて行う）

●　ワンダーシャトル内にカーニバルゲームコーナーを開設。

●　国営海の中道海浜公園内に大観覧車売店を開設。

●　国営海の中道海浜公園内子供広場にエジプト迷路・パットパットゴルフを開設。

●　増資により資本金２，０００万円となる。

●　国営海の中道海浜公園内にワンダーワールド遊園地を開設。

●　福岡県甘木市に厚生保養宿泊施設を開設。

●　福岡県甘木市秋月カントリークラブ内レストランにテナント出店。

●　増資により資本金５，０００万円となる。

●　九州自動車道・広川ＳＡ（上り線） レストラン、テイクショップを全面改装。

●　都市基盤整備公団より、競売入札参加資格認定。（登録番号　４１００４１）

●　都市基盤整備公団より、海の中道サンシャインプールについて、業務委託を受け
運営管理業務を継承。

　　（広報・イベント企画・催事・監視・警備・水処理・電気保守・清掃・経営コン
サルタント）

●　国営海の中道海浜公園内に光と風の広場デイキャンプ場を開設。
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　平成１４年　　３月　　　
　　

　　５月
　

平成１５年　　２月

　

　３月
　　

７月

　
平成１６年　　１月

　
　　２月

　　
３月　

　　
６月

　　７月
　

１０月

　平成１７年　　１月

　　２月

　　３月

　　７月

１０月

　１２月

●　国営海の中道海浜公園内に光と風の広場ゲート棟売店を開設。

●　国営海の中道海浜公園内冒険の池にバンパーボート場を開設。

●　九州自動車道・広川ＳＡ（上り線）テイクアウトコーナーを改装。 　

●　政府系｢大阪投資育成（株）｣による資本参加を受け、資本金８千万円となる。

●　福岡県甘木市に｢山荘ひみこの宿｣を開業。

●　福岡県（旧県庁跡地）天神中央公園売店を全面改装。

●　都市基盤整備公団より｢Ｂ地区舟遊戯施設｣の管理運営を継承。

●　国営海の中道海浜公園サンシャインプールを改装オープン。
　　「スライダープール」「冒険島プール」「バンパーボート遊戯プール」

●　増資により資本金９，９５０万円となる。
　　資本準備金１，９５０万円を積み立てる。

●　みずほ信託銀行（株）と株式事務代行委託事務契約を締結。

●　国営海の中道海浜公園内に福岡県初の日本の名車歴史館を開館。

●　古物商許可証取得し中古車および自動車部品販売事業部を開設。　　　　
　　　　交付番号／909990039465　　　取得年月日／平成１６年５月１０日

●　旧車販売ならびに自動車車検代行業務に着手。

●　不動産オフィスビル事業部の開設。

●　ＫＳ神屋町ビル（福岡市博多区 ・オフィスビル８Ｆ　立駐３４台）を購入。

●　オフィスパーク博多駅東（福岡市博多区 ・オフィスビル６Ｆ　駐車場９台）
を購入。

●　大手門ビル（福岡市中央区 ・オフィスビル７Ｆ　立駐１３台）を購入。

●　博多駅前ビル（福岡市博多区 ・オフィスビル３Ｆ　駐車場６台）を購入。

●　代表取締役　粥川公平　高速道路レストラン九州会　会長に就任。

●　サンシャインプール営業期間中　園内送迎バス運行を本格化。

●　公認会計士　松岡秀利　が監査役に着任。

●　長崎ＭＳビル（長崎市栄町・オフィスビル９Ｆ　地下１Ｆ　立駐２８台）を
購入。

●　第１回　無担保社債　額面２億円発行。
　　 （株式会社みずほ銀行　保証付および適格機関投資家限定）
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　平成１８年　　１月
　　

３月

　　６月

　　７月

　

　９月

　

１０月

１１月

　１２月

平成１９年　　２月

　４月

　５月

　８月

平成２０年　１２月

●　ＫＳ神屋町ビル　共用部等の改装工事を実施。

●　舞鶴ＤＫビル（福岡市中央区 ・オフィスビル６Ｆ）を購入。

●　道路公団民営化に伴い、広川ＳＡ（上り線）の営業契約先を西日本高速道路
　　ＳＨＤ株式会社に変更。

●　あずさ監査法人により株式公開にあたっての事前調査を実施。

●　自己株式（金庫株）を実行。

●　国営海の中道海浜公園サンシャインプール改装オープン。 
　　「恐竜噴水プール」「足湯・露天風呂」｢芝生のガーデン｣｢ロッカー棟増設｣　

●　サンシャインプール送迎バスを増便。（大型５台、中型１台、マイクロ５台）

●　警固立体駐車場（福岡市中央区・立体駐車場３６台　平面駐車場３台）を
　　購入。

●　第２回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　秋月カントリークラブ内レストラン　テナント出店解除。　　

●　長崎ＭＳビル　防水塗装および共用部の改装工事を実施。

●　大木大手門ビル　防水塗装および共用部の改装工事を実施。

●　第３回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社みずほ銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　第４回　無担保社債　額面２億円発行。
　　 （株式会社福岡銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎自動車道・川登ＳＡ（下り線）の営業契約を西日本高速道路ＳＨＤ株式会社
と締結。

●　長崎自動車道・川登ＳＡ（下り線）の営業を開始。

●　代表取締役 粥川公平　西日本高速道路ＳＨＤパートナーズ倶楽部（現・西日本
　　高速道路エリア・パートナーズ倶楽部）の理事および九州地域会長に就任。

●　第５回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　西日本高速道路株式会社九州地区不当要求防止等対策協議会の委員に就任。

●　天神中央公園売店「オアシスショップ」の営業を開始。
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●　大分自動車道・玖珠ＳＡ（上り線）「福万亭」の営業を開始。

●　第６回　無担保社債　額面２億円発行。
　　 （株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　代表取締役 粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部　理事
　　および九州地域会長に再任。

●　第７回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社福岡銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　第８回　無担保社債　額面６千万円発行。（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　
　　保証付および適格機関投資家限定）

●　第９回　無担保社債　額面４億円発行。　　　
　　 （株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎自動車道・川登ＳＡ（下り線）リニューアルオープン。

●　第１０回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社福岡銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　第１１回　無担保社債　額面１億円発行。　
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　地産物販「海の中道　海辺の里」、お魚料理「玄海源蔵」をオープン。

●　第１２回　無担保社債　額面１億２千万円発行。　
　　 （株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　実行可能期間付タームローン　額面４億５千万円締結。
　　 （株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

●　第１３回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎勝山ビル（長崎市勝山町・オフィスビル７Ｆ　立体駐車場６４台、　
　　平面駐車場７台）を、プレミア債権回収株式会社より購入。

●　長崎ＭＳビル　１・２Ｆ　ＬＥＤ照明切替工事を自社施工で実施。

●　長崎勝山ビル　５・６Ｆ　ＯＡフロア切替工事を実施。

●　代表取締役 粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部の理事
　　および九州地域会長に再任。

●　オフィスパーク博多駅東　４・５Ｆ　リニューアル工事を実施。

平成２０年　１２月

平成２１年　　７月

　９月

１２月

平成２２年　　１月

　

　４月

　９月

１２月

平成２３年　　１月

　

　４月

　６月

７月

　８月
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●　第１４回　無担保社債　額面１億円発行。
　　（株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎勝山ビル　屋上遮熱防水工事第１回目を自社施工で実施。

●　公益財団法人 福岡県暴力追放運動推進センター　賛助会員に加盟。 

●　長崎勝山ビル　屋上遮熱防水工事第２回目を自社施工で実施。

●　水耕栽培事業部を設立。（西日本パブリック・ワールドパブリック共同）

●　太陽光発電事業部を設立。（西日本パブリック・ワールドパブリック共同）

●　福岡市より業務委託を受け、福岡市役所本庁舎１階ロビーに、社会福祉法人
　　野の花学園との共同運営による「ユニバーサルカフェ」をオープン。

●　水耕栽培製品を、福岡市本庁舎ユニバーサルカフェ・広川ＳＡ（上り線）・　
川登ＳＡ（下り線）・海の中道海辺の里・海の中道海浜公園の各店舗に初出
荷。（西日本パブリック・ワールドパブリック共同）

●　代表取締役 粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部副会長に
　　就任。ならびに同倶楽部九州地域会長に再任。

●　榎田ビジネススクエア（福岡市博多区・事務所兼倉庫２階建て１７室）を、
　　合同会社油山インベストメントより購入。

●　本社に自己消費型太陽光発電設備（蓄電式）を自社施工し、本社事務所の
　　照明を自社施工ＬＥＤに切替。

●　海の中道海浜公園内シャトルレストラン及び事務所のＬＥＤ照明切替工事を
　　自社施工で実施。

●　九州自動車道・広川ＳＡ（上り線）ショッピングコーナーのＬＥＤ照明切替
工事を自社施工で実施。

●　長崎ＭＳビル６階のＬＥＤ照明切替工事を自社施工で実施。

●　長崎ＭＳビル駐車場のＬＥＤ照明切替工事を自社施工で実施。

●　長崎勝山ビル駐車場のＬＥＤ照明切替工事を自社施工で実施。

●　福岡市役所本庁舎1階「ユニバーサルカフェ」の開店1周年記念式典を、福岡
市および社会福祉法人野の花学園と共催。

●　第１５回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社商工組合中央金庫　保証付および適格機関投資家限定）

●　代表取締役 粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部副会長
　　ならびに同倶楽部九州地域会会長に再任。

平成２４年　　１月

２月

３月

４月

５月

７月

平成２５年　　１月

２月

３月

５月

６月

７月
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●　第１６回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　第１７回　無担保社債（環境配慮型企業向け私募債）　額面２億円発行。
　　（株式会社伊予銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎ＭＳビル　立体駐車場内車両パレットの塗装工事を自社施工で実施。

●　第１８回　無担保社債　額面１億円発行。
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　大分自動車道・玖珠ＳＡ（上り線）「福万亭」のＬＥＤ照明切換工事を自社施
工で実施。

●　大木大手門ビル７階及び共用部通路のＬＥＤ照明切換工事を実施。
　　同じくキュービクル電気設備等の塗装工事及び貯水タンクＦＲＰ塗装を自社施

工で実施。

●　長崎勝山ビル２階４室、４階３室、６階２室、７階１室及び共用部廊下のＬＥ
Ｄ照明切換工事を自社施工で実施。

●　榎田ビジネススクエア１０７号室・１１１号室のＬＥＤ照明切換工事を自社施
工で実施。

●　オフィスパーク博多駅東５０２号室及び共用部廊下、エントランスのＬＥＤ照
明切換工事を自社施工で実施。

●　ＫＳ神屋町ビル４０１号室・４０２号室・５０１号室及びエントランス、共用
部廊下、非常階段のＬＥＤ照明切換工事を実施。合わせて４０１号室・４０２
号室のＯＡフロアー切換工事を自社施工で実施。

●　ＫＳ神屋町ビル第２回目　屋上防水工事及び電気設備等の塗装工事ならびに貯
水タンクＦＲＰ塗装を自社施工で実施。

●　長崎ＭＳビル８０１号室のＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　パブリック博多駅前ビルの外壁、屋上の全面防水及び塗装工事を自社施工で実
施。

●　国営海の中道海浜公園内事務所及びシャトルレストラン厨房のＬＥＤ照明切換
工事を自社施工で実施。

●　地産物販「海の中道　海辺の里」飲食コーナー及び厨房内のＬＥＤ照明切換工
事を自社施工で実施。

●　天神中央公園売店「オアシスショップ」店内のＬＥＤ照明切換工事を自社施工
で実施。

●　長崎勝山ビル・長崎ＭＳビル第２回目　屋上・壁面の防水工事及び電気設備等
の塗装工事ならびに貯水タンクＦＲＰ塗装を自社施工で実施。

●　長崎勝山ビル　トイレ全面リニュアル工事を実施。合わせてＬＥＤ照明切換工
事を自社施工で実施。

平成２５年　　７月

１２月

平成２６年　　１月

２月

３月
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平成２６年　　３月

７月

８月

９月

１１月

１２月

平成２７年　　１月

３月

４月

５月

６月

７月

●　長崎勝山ビル　本館棟の全空調機を最新省エネ型及び塩害対策型に全機切換工
事を実施。

●　オフィスパーク博多ビルに於いて、ＡＵ基地局設置工事を実施。

●　代表取締役　粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部副会長
　　ならびに同倶楽部九州地域会会長に再任。

●　長崎勝山ビル、ＡＵ基地局設置工事を実施。

●　長崎ＭＳビルに於いて、西側外部壁面防水工事及び塗装工事の大規模な改修工
事を行う。　　

●　第１９回　無担保社債　額面１億円発行。　
　　 （株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　大手門ビル　５０１号室ＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　オフィスパーク博多ビル　売却。

●　本社ビル屋上防水工事ならびに遮熱塗装を自社施工で実施。　

●　長崎ＭＳビル　８階ＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　舞鶴ＤＫビル非常階段廻り塗装工事ならびに屋上防水工事を自社施工で実施。

●　大木大手門ビル外壁塗装工事を実施。

●　大木大手門ビル８階のＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　メニュー開発の上、製麺部門を麺屋丸公として販売開始。

●　長崎勝山３７ビル新館棟５階ベランダ防水工事を自社施工で実施。

●　長崎勝山３７ビル新館棟５階ＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　広川ＳＡ、川登ＳＡ、玖珠ＳＡ、海中シャトルレストランにおいて新メニュー
販売開始。

●　福岡市役所内ユニバーサルカフェ公募　再契約を結ぶ。

●　大木大手門ビル５階ＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　松岡取締役・伊藤監査役　就任。

●　長崎勝山３７ビル　４階Ｄ号室ＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　第二回　本社・甘木寮の除草剤散布実施。

●　代表取締役　粥川公平　西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部副会長
　　ならびに同倶楽部九州地域会会長に再任。
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平成２７年　　７月

１２月

平成２８年　　１月

２月

３月

４月

６月

７月

８月

９月

１０月

●　大木大手門ビル６階のＬＥＤ照明切換工事を自社施工で実施。

●　長崎勝山３７ビル　本館棟・新館棟の大規模外壁改修工事ならびに立体駐車場
屋根改修工事を実施。

●　福岡市より、新青果市場会館棟２階レストラン業務運営委託契約を結ぶ。

●　九州自動車道広川サービスエリア（上り線）のテナント公募に入札、プレゼン
テーション審査を経て弊社が受託者に決定し、平成２８年度より新たに５年間
の“定期建物賃貸借契約”を締結する。

●　国営海の中道海浜公園業務の営業形態が新しくなり、弊社西日本パブリック株
式会社・一般財団法人公園財団・ＪＲ九州コンサツタンツ株式会社の三社ＪＶ
による公園管理運営を九州地方整備局より受託。

●　新青果市場レストランに於いて、福岡大同青果株式会社と社食業務委託契約を
結ぶ。

●　新青果市場会館棟２階大会議室にて、福岡大同青果様向けの社食の仮営業を開
始。

●　長崎勝山３７ビル４階本館棟Ｃ号室のＬＥＤ交換工事を実施。

●　長崎勝山３７ビル７階本館棟Ａ号室のＯＡフロアー工事を実施。

●　新青果市場会館棟２階にて、レストラン「マルシェのうまみ」の営業を開始。

●　西日本高速度道路サービスホールディングス株式会社より、九州自動車道・　
広川ＳＡ（上り線）の定期建物賃貸借契約及び運営業務を結ぶ。

●　海の中道海浜公園を利用される高齢者や身体の不自由な方等の公園内移動を補
助する目的および、公園内における送客利便性の向上を図るため、ＪＶ３社並
びに国事務所との協議の結果、新たな収益事業として弊社が「園内有料交通事
業」を立ち上げる。

●　九州自動車道広川サービスエリア上り線、改修工事における申請受理。

●　代表取締役　粥川公平　西日本高速道路エリア･パートナーズ倶楽部副会長な
らびに同倶楽部九州地域会会長に再任。

●　福岡県甘木市「山荘ひみこの宿」売却。

●　九州自動車道広川サービスエリア大規模改修工事を実施。

●　園内交通事業に於いて、マイクロバスを新たに１台購入。

　　（大型バス１１台（うち身障者対応リフト付２台）・マイクロバス１台）

●　園内交通事業に於いて、身体障害者対応リフト付マイクロバスを新たに１台購
入。（大型バス１１台（うち身障者対応リフト付２台）・マイクロバス２台

　　（うち身障者対応リフト付１台））
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平成２８年　１２月

平成２９年　　１月

２月

●　園内交通事業に於いて、身体障害者対応リフト付マイクロバスを新たに１台購
入。

　　（大型バス１１台（うち身障者対応リフト付２台）・マイクロバス３台
　　（うち身障者対応リフト付２台））

●　第２０回　無担保社債　額面２億円発行。
　　（株式会社りそな銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　第２１回　無担保社債（みずほ復興応援私募債）額面１億円発行。
　　（株式会社みずほ銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎自動車道川登サービスエリア（下り線）のテナント公募に入札、プレ
ゼンテーション審査を経て弊社が受託者に決定し、平成２９年度より新た
に５年間の“定期建物賃貸借契約”を締結し、弊社が運営することとなっ
た。

●　第２２回　無担保社債（環境配慮型企業向け私募債）　額面２億円発行。
　　（株式会社伊予銀行　保証付および適格機関投資家限定）

●　長崎勝山３７ビルエレベーター２基、大規模改修工事を実施。

●　ＫＳ神屋町ビルエレベーター１基、大規模改修工事を実施。

●　ＫＳ神屋町ビルの大規模外壁工事を実施。

●　ＫＳ神屋町ビル３階共用部壁面破損防止工事を実施。

●　ＫＳ神屋町ビル第２回屋上防水工事ならびにサビ止め塗装工事を自社施工
で実施。

●　長崎勝山３７ビルエレベーターホール及びにエレベーター扉、サイン等の
大規模化粧を実施。

●　長崎ＭＳビルエレベーターホール及びエレベーター扉等の大規模化粧工事
を実施。

●　舞鶴ＤＫビル大規模外壁補修工事を実施。

●　海の中道海浜公園内交通事業のマイクロバス、車両３台全面塗装・整備を
自社施工で実施。

●　サンシャインプール大型送迎バス、車両１１台全面塗装・整備を自社施工
で実施。



平成２９年　　２月

３月

４月

６月

１０月

１２月

平成３０年　　１月

３月

４月

５月

６月

９月

●　海の中道海浜公園、シャトルレストラン内メルヘンランドを飲食スペースへ
大規模改修工事を自社施工で実施。

●　長崎勝山３７ビル２階本館棟Ｅ、Ｆ号室、ＬＥＤ交換工事ならびにＯＡフロ
アー工事を自社施工で実施。

●　長崎ＭＳビル外部敷地内樹木伐採を実施。

●　長崎ＭＳビル外部側溝改修工事を実施。

●　サンシャインプール施設内の樹木伐採作業を実施。

●　サンシャインプールＣ売店の外壁サイン改修工事を自社施工で実施。

●　山江サービスエリア上り線ならびに下り線の飲食コーナーをセブンｰイレブ
ン・ジャパンより委託運営決定。

●　ＫＳ神屋町ビルに於いて、給排水ならびに汚水管の配管洗浄作業を自社施工
で実施。

●　サンシャインプール大型送迎バスにソーラー充電設備設置工事を自社施工で
実施。

●　大木大手門ビルに於いて､２０１･２０２号室のＬＥＤ照明交換工事を自社施
工で実施。

●　九州自動車道広川サービスエリア（上り線）に於いて、スナックコーナーの
椅子･テーブル入れ替え工事を実施。

●　長崎勝山３７ビルに於いて、新館棟３Ｆ・５Ｆの空調設備更新工事を実施。

●　山江サービスエリア（上り線・下り線）に於いて、飲食コーナーの人吉亭（
上り線） 、山江亭（下り線）の大規模リニューアル改良工事を実施。

●　山江サービスエリア（上り線・下り線）飲食コーナー委託契約（１０年）を
締結する。

●　４月２７日山江サービスエリア飲食コーナーの人吉亭（上り線） 、山江亭
（下り線）が併設のセブンｰイレブン（コンビニエンスストア）と同時にグラ
ンドオープン。

●　サンシャインプール内ロッカー棟の床（６６０㎡）の塗装工事を自社施工で
実施。

●　サンシャインプール内ロッカー棟のロッカー全入れ替えを実施。

●　サンシャインプール内ジャングルプール目地部防水工事ならびに塗装工事を
自社施工で実施。

●　サンシャインプール内ロッカー棟シャワー室壁（８２０㎡）の塗装工事を自
社施工で実施。

●　ＫＳ神屋町屋上防水補修・高圧機器等のサビ止め作業を自社施工で実施。
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平成３０年　１０月

１２月

平成３１年　　１月

２月

４月

令和元年　　５月

7月

１２月

令和２年　　１月

　　２月

３月

４月

６月

８月

９月

●　大木大手門・ＤＫビル屋上防水補修・高圧機器等のサビ止メ作業を自社施工
で実施。

●　本社ビル外壁及び防水工事を自社施工で実施。

●　本社ビル引き込み盤更新工事を実施。

●　玖珠サービスエリア上下線運営委託説明会。

●　サンシャインプール恐竜プール・ジャングルプール・目地補修及び塗装工事
を自社施工で実施。

●　玖珠サービスエリア上下線リニューアル改修工事を実施。

●　玖珠サービスエリア上下線平成３１年４月２６日セブンｰイレブン（コンビ
ニ）と共にグランドＯＰＥＮ。

●　幼児プール・水遊び広場塗装工事及び他のプール点検、補修工事を自社施工
で実施。

●　警固立体駐車場売却

●　ＤＫビル売却

●　「Ｈ３１－３５国営海の中道海浜公園運営維持管理業務」
　　受託者に決定を受け、新たに令和６年１月３１日までの契約を締結。

●　国営海の中道海浜公園の公園施設（ワンダーシャトル・小型遊戯施設）の設
置及び管理について、令和２年２月１日から令和１２年１月３１日までの許
可受者として決定を受ける。

●　九州自動車道広川サービスエリア上り線のヒストリックカー展示レストラン
・サーティワンアイスクリーム・不二家コーナー新設の大規模改修工事を実
施。

●　国営海の中道海浜公園内ワンダーシャトル・遊戯施設を“インクルーシブ”
をテーマにリニューアル。　

●　恐竜プール・森の湖・ジャングルプール塗装補修工事を実施。

●　受動喫煙法に伴い、長崎勝山３７ビル１階駐車場に喫煙ブースを自社施工で
設置。

　
●　長崎・高島メガソーラー発電所　自社施工メンテナンスを実施。

●　長崎ＭＳビル・長崎勝山３７ビル　自社施工メンテナンスを実施。

●　社員寮一部改修工事を実施。

●　ＫＳ神屋町ビル・大木大手門ビルにおいてエレベーター・トイレ等接触部に
コロナウイルス対策の銅入り抗菌フィルム貼を自社施工で実施。

●　長崎勝山３７ビル・長崎ＭＳビルにおいてエレベーター・トイレ等接触部に
コロナウイルス対策の銅入り抗菌フィルム貼を自社施工で実施。
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　令和２年　９月

１１月

１２月

令和３年　１月

２月

３月

●　サンシャインプール台風９・１０号による被害調査。

●　ＫＳ神屋町ビル７０１・７０２号室　ＯＡフロア工事並びに居室内照明のＬ
ＥＤ交換工事を自社施工で実施。

●　サンシャインプール台風９・１０号による恐竜プールオブジェ倒壊・シェル
ターテント破損等の復旧工事実施。

●　国によるサンシャインプール内恐竜プール・森の湖プール全面塗装実施。

●　広川ＳＡドッグカフェ屋根テント全面張り替えを実施。

●　イオンイーハートより直方ＰＡ（上り線）・鞍手ＰＡ（下り線）飲食コーナ
ー運営引継ぎ契約を締結する。

●　直方ＰＡ（上り線）・鞍手ＰＡ（下り線）改良工事を実施。

●　直方ＰＡ（上り線）・鞍手ＰＡ（下り線）３月１日営業開始。
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代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
経
営
会
議

経営戦略部

　◆秘    書    室

　◆営業推進室

ＳＡ事業部

広川サービスエリア（上り線）

川登サービスエリア（下り線）

玖珠サービスエリア（上り線） 福万亭

山江サービスエリア（上り線） 人吉亭

山江サービスエリア（下り線） 山江亭

不動産管理部 所有不動産　●神屋町　●大手門　●長崎ＭＳ　

●長崎勝山　●榎田

ＬＥＤ・防水工事

新規店舗・改良工事・設計管理

コンビニ・レスト
ラン事業部

福岡県 天神中央公園売店 　　　　　　　　　　　　　
「オアシスショップ」

福岡市青果市場 「マルシェのうまみ」

総　務　部
経理課

財務課

旧車（ヒストリックカー）

海中事業部
営業施設

日本の名車歴史館・ゴーカート・ＳＬ機関車

エジプト迷路等

レストラン・飲食売店
シャトルレストラン・サンシャインショップ等

管理運営施設
●サンシャインプール　　●プールバス送迎

●園内有料バス運営

総合メンテナンス事業開発部

玖珠サービスエリア（下り線） きりかぶ亭

鞍手パーキングエリア（下り線）　鞍手なのはな亭

直方パーキングエリア（上り線）　直方こすもす亭



① 九州自動車道　広川サービスエリア(上り線)
　　　　　〒834-0115　福岡県八女郡広川町大字新代1315-2

② 長崎自動車道　川登サービスエリア(下り線)
　　　　　〒843-0233　佐賀県武雄市東川登町大字永野3956-2　

③ 大分自動車道　玖珠サービスエリア(上り線)「福万亭」

　　　　　〒879-4331　大分県玖珠郡玖珠町戸畑峰666 　

TEL 0943-32-3181

TEL 0954-22-4080

TEL 0973-72-2013
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➄ 九州自動車道　山江サービスエリア(上り線)「人吉亭」
　　　　　〒868-0092　熊本県球磨郡山江村大字山田丁字蕨野2480-17

⑥ 九州自動車道　山江サービスエリア(下り線)「山江亭」

　　　　　〒868-0092　熊本県球磨郡山江村大字山田丁字庚申2600

TEL 0966-32-8088

TEL 0966-32-8333

④ 大分自動車道　玖珠サービスエリア(下り線)「きりかぶ亭」

　　　　　〒879-4331　大分県玖珠郡玖珠町戸畑七ツ江498 　 TEL 0973-72-1747

高速道路サービスエリア

① ワンダーシャトルレストラン　

〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内 TEL 092-603-0445

② サンシャインショップ(Ａ店・Ｂ店・Ｃ店・北管理棟売店)

〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園サンシャインプール内 TEL 092-603-2140

③ サンシャインプール　芝生のガーデン
〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園サンシャインプール内 TEL 092-603-2140

① 福岡県天神中央公園売店「オアシスショップ」

〒810-0001　福岡市中央区天神1-1-1　天神中央公園内 TEL 092-739-9390

② 福岡市青果市場会館棟２階「マルシェのうまみ」

〒813-0019　福岡市東区みなと香椎3-1-1-203 TEL 092-674-7770

国営　海の中道海浜公園

福岡県 コンビニエンスストア・福岡市 レストラン

⑦ 九州自動車道　直方パーキングエリア(上り線)「直方こすもす亭」
　　　　 〒822-0031　福岡県直方市大字植木字丁ヶ坪1414-6 TEL 0949-25-8808

⑧ 九州自動車道　鞍手パーキングエリア(下り線)「鞍手なのはな亭」
　　　　　〒807-1312　福岡県鞍手郡鞍手町大字中山字尾登1308 TEL 0949-43-3020 



夜間外観 ショッピングコーナー

フードコート サーティワンアイス・不二家コーナー

サービスエリア外観

八女Ｉ.Ｃ 久留米Ｉ.Ｃ広川ＳＡ（上）

下り　鹿児島方面 北九州方面　上り

5.0km 8.0km

八女茶の茶畑が一面に広がる

のどかな土地に位置する広川ＳＡ。

近郊には北原白秋のふるさと柳川

など、みどころいっぱいです。

■所　在　地　〒834-0115　福岡県八女市広川町大字新代1315-2　　ＴＥＬ　0943-32-3181

■営業内容　レストラン・スナックコーナー・売店・テイクアウトコーナーなど

■営業時間　２４時間
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ショッピングコーナー フードコート

テイクアウトコーナー

武雄北方Ｉ.Ｃ嬉野Ｉ.Ｃ 川登ＳＡ（下）

下り　長崎方面 鳥栖方面　上り

8.9km 6.9km

古くからの名湯、嬉野・武雄温泉の

エリアにほど近い川登ＳＡ。

有田や伊万里など、やきものの里

へのアクセスにもなっています。

■所　在　地　〒843-0233　佐賀県武雄市東川登町大字永野3956-2　　ＴＥＬ　0954-22-4080

■営業内容　ショッピングコーナー・フードコート・テイクアウトコーナーなど

■営業時間　7：00～22：00

サービスエリア外観
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オープンキッチンで活気ある雰囲気 窓際にはカウンター席を配置

地元名物”鶏天” ”だんご汁”が人気

天瀬高塚Ｉ.Ｃ 玖珠Ｉ.Ｃ玖珠ＳＡ（上）

上り　鳥栖方面 大分方面　下り

6.4km 4.9km

緑深い伐珠山のふもと、童話の里

玖珠町に位置する玖珠ＳＡ。

別府温泉から天領日田方面への

アクセスに便利な立地です。

■所　在　地　〒879-4331　大分県玖珠郡玖珠町戸畑峰666　　ＴＥＬ　0973-72-2013

■営業内容　飲食

■営業時間　平日8：00～20：00　　土日祝日8：00～21：00

飲食コーナー外観
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オープンキッチン 窓際にはカウンター席を配置

飲食コーナー入口

天瀬高塚Ｉ.Ｃ玖珠Ｉ.Ｃ 玖珠ＳＡ（下）

下り　大分方面 鳥栖方面　上り

4.9km 6.4km

多数のメサが盆地を取り囲む特徴

的な景観を呈する玖珠町にある

サービスエリア。別府温泉･湯布院

へのアクセスに便利です。

■所　在　地　〒879-4331　大分県玖珠郡玖珠町戸畑七ツ江498　　ＴＥＬ　0973-72-1747

■営業内容　飲食

■営業時間　平日8：00～20：00　　土日祝日7：00～20：00

飲食コーナー外観
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飲食コーナー内観

催事栗まんじゅうコーナー

八代JCT 人吉Ｉ.Ｃ山江ＳＡ（上）

上り　熊本方面 鹿児島方面　下り

33.4km 4.5km

人吉盆地に位置し、球磨川沿いに

温泉、川下りと有名で、相良藩の城

下町として栄え、日本で豊かな隠

れ里－人吉球磨が日本遺産に認

定されています。

■所　在　地　〒868-0092　熊本県球磨郡山江村大字山田丁字蕨野2480-17　ＴＥＬ　0966-32-8088

■営業内容　飲食

■営業時間　平日7：00～20：00　　土日祝日7：00～21：00

飲食コーナー外観
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催事栗まんじゅうコーナー

八代JCT 人吉Ｉ.Ｃ山江ＳＡ（下）

上り　熊本方面 鹿児島方面　下り

33.4km 4.5km

田園風景と緑豊かな山々に囲まれ、

澄んだ清流･万江川を有し、栗でで

きた栗まんじゅうは村内外でも特産

品となってます。

■所　在　地　〒868-0092　熊本県球磨郡山江村大字山田丁字庚申2600　　ＴＥＬ　0966-32-8333

■営業内容　飲食

■営業時間　平日7：00～20：00　　土日祝日7：00～21：00

飲食コーナー外観

飲食コーナー内観
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鞍手Ｉ.Ｃ 八幡Ｉ.Ｃ直方ＰＡ（上）

下り　福岡方面 北九州方面　上り

1km 4km

筑豊平野のほぼ中央にあり、春は

チューリップ・夏はユリ・秋はコスモ

ス・冬は水仙といった自然豊かな花

の町です。

■所　在　地　〒822-0031　福岡県直方市大字植木字丁ヶ坪1414-6　　ＴＥＬ　0949-25-8808

■営業内容　飲食

■営業時間　7：00～23：00

飲食コーナー外観

飲食コーナー内観
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飲食コーナー外観

宮田スマート 鞍手Ｉ.Ｃ鞍手ＰＡ（下）

下り　福岡方面 北九州方面　上り

6km 0km

大型企業の誘致に力を入れ町内

通勤を行う住民が40％を超える。

農・畜産業でブランド力のある製品

を生産、特に巨峰は有名です。

■所　在　地　〒807-1312　福岡県鞍手郡鞍手町大字中山字尾登1308　　ＴＥＬ　0949-43-3020

■営業内容　飲食

■営業時間　7：00～23：00

飲食コーナー内観
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■所　在　地　〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内　　ＴＥＬ　092-603-0445

■営業内容　800名収容の大型レストラン・テイクアウトショップ・売店

■営業時間　9：00～17：00（※海の中道海浜公園の営業時間に準じ、時期によって異なります。）

25

ワンダーシャトルレストラン外観

カプセルステーション

名車展示

ワンダーシャトルレストラン内観

キッズコーナー



②サンシャインショップ（Ａ店）

②サンシャインショップ（Ｃ店）

②サンシャインショップ（Ｂ店）

③サンシャインプール　芝生のガーデン

26



-７-

① 日本の名車歴史館　
〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内 ＴＥＬ 092-603-0445

高速道路　サービスエリア
国営　海の中道海浜公園

② アミューズメント　
〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内 ＴＥＬ 092-603-0445

■所　在　地    　〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内　　ＴＥＬ　092-603-0445

昭和２０年代から４０年代に生産された馴染み深い国産車を中心に、

走行可能な状態の名車を常時６０台以上展示しています。

４輪車コーナー

軽自動車・３輪車自動車も展示

２輪車コーナー

原付自転車から大排気量車まで展示

売店コーナー

レトロ風コーナー

記念写真コーナー

高度経済成長の時代、夢や憧れが現実に変わっていくのを最も象徴したのが、車でした。

ここには、日本のモータリゼーションの先駆的な役割を担った数々の国産車があります。

シニア層は、その懐かしいフロントマスクに当時の自分を思い起こし、

若者たちは、目にしたことのないそのスタイルに鮮烈な驚きを覚えます。

27



□中古車販売（国産旧車）

□パーツ販売（国産旧車パーツ）

□旧車レンタル（各種イベント・展示）

古物商許可証　交付番号／909990039465 　取得年月日／平成16年5月10日

旧車の整備風景

整備中のダイハツのベルリーナＦ３０（昭和41年）

整備中の日野コンテッサＰＨ５０（昭和28年）

実走行可能な状態へのレストアを行う

レストアが終了し、｢日本の名車歴史館｣

への搬入を待つ旧車たち。
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■所　在　地    　〒811-0321　福岡市東区西戸崎　海の中道海浜公園内　　ＴＥＬ　092-603-0445

カーニバルコーナー

小型定置乗物コーナー

迷路

ゴーカート

（オンロード・オフロード）

ＳＬ機関車

バッテリーカー

F1バッテリーカー

29

名車歴史館



ドラゴンスライダープール

ウォータージャングルプール

西日本最大規模の屋外型レジャープール

流水プール

恐竜噴水プール

露天風呂（足湯）

幼児プール

人気のイベント風景

・個性ある７つのプールと露天風呂（足湯）が楽しめる。

・期間中は様々なイベントを企画開催する。

① サンシャインプール

高速道路　サービスエリア国営　海の中道海浜公園

②サンシャインプール　

③国営海の中道海浜公園

森の湖プール

芝生のガーデンドクターフィッシュ

◆広報　◆イベント企画　◆催事　◆監視　

◆警備　◆水処理　◆電気保守　◆清掃　

30

◆バス送迎部門　

◆園内有料バス部門



サンシャインプール約３０万人のお客様に対して、プールへの快適な送迎を行います。
大型バス１１台、マイクロバス３台で運行しています。
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■所　在　地　〒810-0001　福岡市中央区天神1-1　天神中央公園内　　ＴＥＬ　092-739-9390

■営業内容　コンビニエンスストア　「オアシスショップ」

■営業時間　8：00～20：00（季節によって変動します）

店舗外観

店内
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■所　在　地　〒813-0019 福岡市東区みなと香椎3-1-1-203　　ＴＥＬ　092-674-7770

■営業内容　新青果市場２階・会館棟内レストラン「マルシェのうまみ」

　　　　　　　　　一般様飲食･福岡大同青果㈱向け社食

■営業時間　11：00～15：00　

■定　休　日　青果市場の休市日に準ずる

店舗外観

店内

ベジフルスタジアム外観
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所　在　地　福岡市博多区神屋町4番5号

地　　　積　589.04㎡（178.18坪）

延床面積　3,019.39㎡（913.38坪） 　

構　　　造　鉄筋コンクリート７階建

駐　車　場　３４台

①ＫＳ神屋町ビル
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②大手門ビル 所　在　地　福岡市中央区大手門3丁目10番9号

地　　　積　252.56㎡（76.42坪）

延床面積　1,029.93㎡（305.68坪）

構　　　造　鉄筋コンクリート７階建

駐　車　場　１３台
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③長崎ＭＳビル 所　在　地　長崎市栄町1番25号

地　　　積　433.28㎡（131.06坪）

延床面積　2,219.52㎡（671.40坪）

構　　　造　鉄筋コンクリート地上９階、地下１階

駐　車　場　２８台

④長崎勝山３７ビル 所　在　地　長崎市勝山町37

地　　　積　1111.17㎡（336.13坪）

構　　　造　鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根７階建

駐　車　場　立体駐車場　６４台

　　　　　　　平面駐車場　７台
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⑤榎田ビジネススクエア 所　在　地　福岡市博多区榎田1丁目8番31号

地　　　積　2513.07㎡（760.22坪）

構　　　造　鉄骨　合金メッキ鋼板葺2階建



氏　名 株　数

粥　川　　公　平

大阪中小企業投資育成株式会社 ７７４株

西日本パブリック従業員持株会 ３９３株

西部ビル株式会社 ２０６株

小　嶋　　剛 ７７株

２５株

川　村　　智　勇 ５株

藤　崎　　毅 ５株

小　　　計 ２，３７５株

（自己株式） ５株

合　　　計 ２，３８０株

平成３１年１月現在

勝　野　　喜　信

出資比率

８１３株

３２．５２％

１６．５１％

８．６６％

３．２４％

１．０５％

０．２１％

０．２１％

９９．７９％

０．２１％

１００％

３４．１６％
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坂　本　　令　子 ７７株３．２４％






