◯企画乗車（船）券 販売一覧（目的地：長崎県）
〔事業者名〕
企画乗車（船）券名

対象交通モード
適用エリア
鉄軌道

バス

〔JR九州〕
○

・九州新幹線全線、山陽本線（下関～門司間）を含む、ＪＲ九州全線

みんなの九州きっぷ【全九州版】

URL

・ＪＲ九州の九州新幹線、特急列車、快速・普通列車に連続する土日２
日間乗り降り自由
・普通車指定席を６回まで利用可能
※ハロー！自由時間クラブ会員は平日も利用可能

おとな 15,000円
こども 2,000円

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253
【発売期間】
３月25日～５月25日
【利用期間】
４月２日～５月29日（５月３日～５月５日を除く。）
※ハロー！自由時間クラブ会員限定分あり
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254
【購入特典】
博多港・門司港のチェックインカウンターにて乗船券を購入する際に、
「みんなの九州きっぷ」原券のご提示で、高速船QUEEN BEETLE「博多
～門司港航路」のスタンダードクラス片道運賃を33％割引
https://www.jrbeetle.com/news/1228/
※５月８日（日）、15日（日）、29日（日）の３日間限定
・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253
【発売期間】
３月25日～５月25日
【利用期間】
４月２日～５月29日（５月３日～５月５日を除く。）
※ハロー！自由時間クラブ会員限定分あり
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254
【購入特典】
博多港・門司港のチェックインカウンターにて乗船券を購入する際に、
「みんなの九州きっぷ」原券のご提示で、高速船QUEEN BEETLE「博多
～門司港航路」のスタンダードクラス片道運賃を33％割引
https://www.jrbeetle.com/news/1228/
※５月８日（日）、15日（日）、29日（日）の３日間限定

おとな 8,000円
こども 1,000円

○

・九州旅客鉄道、北九州高速鉄道（モノレール）、平成筑豊鉄道（門司港
レトロ観光列車含む）、筑豊電気鉄道、福岡市地下鉄、西日本鉄道（西
鉄電車）、甘木鉄道、松浦鉄道、長崎電気軌道（路面電車）、島原鉄道、
熊本電気鉄道、熊本市電、南阿蘇鉄道、くま川鉄道、肥薩おれんじ鉄
道、鹿児島市電

・普通列車普通車自由席に限り乗車可
・発売日から３箇月間有効
・１券片で３回（人）まで利用可
・１回（人）につき乗車日当日限り有効

11,000円
（こども同額）

○

・ＪＲ九州全線

・３日間有効
・ＪＲ九州全線の快速・普通列車の普通車自由席に乗り降り自由。
・別途特急券の購入で九州新幹線、特急列車に乗車可能。
・小児半額
・窓口のみで発売

14,800円

【発売期間】
2021年３月１日～2022年３月31日
【設定期間】
2021年４月１日～2022年４月２日

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/304

○

・ＪＲ九州全線

・３日間有効
・ＪＲ九州全線の快速・普通列車の普通車自由席に乗り降り自由。
・別途特急券の購入で九州新幹線、特急列車に乗車可能。
・小児半額
・インターネット列車予約システムでのみ発売

14,300円

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
【発売期間】
2021年３月１日～2022年３月31日
【設定期間】
2021年４月１日～2022年４月２日

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/304

○

・九州新幹線全線、山陽本線（下関～門司間）を含む、ＪＲ九州全線

・３日間有効。
・九州新幹線を含む九州旅客鉄道株式会社線の特急列車、快速・普通
列車の普通車自由席が乗り降り自由。
・普通車指定席を６回まで利用可。ただし、「みずほ」については運賃部
分のみ有効。
・インターネット列車予約システムでのみ発売
・前日までの発売

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
・女性50歳以上、男性60歳以上のＪＲ九州Web会員「ハロー！自由時間
37801041-145358290.1617692732#pass
クラブ」会員専用。

○

・３日間有効。
・九州新幹線を含む九州旅客鉄道株式会社線の特急列車、快速・普通
・九州新幹線（博多～熊本間）、山陽本線（下関～門司間）を含む豊肥本 列車の普通車自由席が乗り降り自由。
線以北のＪＲ九州全線および鹿児島本線（熊本～宇土間）、三角線全線 ・普通車指定席を６回まで利用可。ただし、「みずほ」については運賃部
（宇土～三角間）
分のみ有効。
・インターネット列車予約システムでのみ発売
・前日までの発売

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
・女性50歳以上、男性60歳以上のＪＲ九州Web会員「ハロー！自由時間
37801041-145358290.1617692732#pass
クラブ」会員専用。

○

・九州新幹線全線、山陽本線（下関～門司間）を含む、ＪＲ九州全線

・３日間有効。
・九州新幹線を含む九州旅客鉄道株式会社線の特急列車、快速・普通
列車の普通車自由席が乗り降り自由。
・普通車指定席を６回まで利用可。ただし、「みずほ」については運賃部
分のみ有効。
・窓口のみで発売
・前日までの発売

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
・女性50歳以上、男性60歳以上のＪＲ九州Web会員「ハロー！自由時間
37801041-145358290.1617692732#pass
クラブ」会員専用。

○

・３日間有効。
・九州新幹線を含む九州旅客鉄道株式会社線の特急列車、快速・普通
・九州新幹線（博多～熊本間）、山陽本線（下関～門司間）を含む豊肥本
列車の普通車自由席が乗り降り自由。
線以北のＪＲ九州全線および鹿児島本線（熊本～宇土間）、三角線全線
・普通車指定席を６回まで利用可。ただし、「みずほ」については運賃部
（宇土～三角間）
分のみ有効。
・窓口のみで発売

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
・女性50歳以上、男性60歳以上のＪＲ九州Web会員「ハロー！自由時間
37801041-145358290.1617692732#pass
クラブ」会員専用。

〔JR九州〕
旅名人の九州満喫きっぷ

〔JR九州〕
ぐるっと九州きっぷ（窓口用）

〔JR九州〕
ぐるっと九州きっぷ（ネット用）

〔JR九州〕
ハロー！自由時間ネットパス【全九州版】

〔JR九州〕

〔JR九州〕
ハロー！自由時間パス【全九州版】

〔JR九州〕
ハロー！自由時間パス【北部九州版】

○

・ＪＲ九州全線

【全九州３日間用】
16,000円
・有効期間中、エリア内の新幹線、特急、快速、普通列車の普通車指定 【全九州５日間用】
席に乗り降り自由
18,500円
【全九州７日間用】
20,000円

○

・豊肥本線（熊本～大分）以北のＪＲ九州線
・鹿児島本線（熊本～宇土）
・三角線（全線）

【北部九州３日間用】
・有効期間中、エリア内の新幹線、特急、快速、普通列車の普通車指定 9,500円
席に乗り降り自由
【北部九州５日間用】
11,000円

〔JR九州〕

〔JR九州〕
JR KYUSHU RAIL PASS(北部九州エリア
３日間用)(北部九州エリア５日間用)

備考

・ＪＲ九州の九州新幹線、特急列車、快速・普通列車に連続する土日２
・九州新幹線（博多～熊本間）、山陽本線（下関～門司間）を含む豊肥本
日間乗り降り自由
線以北のＪＲ九州全線および鹿児島本線（熊本～宇土間）、三角線全線
・普通車指定席を６回まで利用可能
（宇土～三角間）
※ハロー！自由時間クラブ会員は平日も利用可能

みんなの九州きっぷ【北部九州版】

JR KYUSHU RAIL PASS(全九州エリア３
日間用)(全九州エリア５日間用)(全九州エリ
ア７日間用)

金額

○

〔JR九州〕

ハロー！自由時間ネットパス【北部九州
版】

事業内容

旅客船

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/96

小児半額
日本国以外のパスポートを所持し、「出入国管理及び難民認定法」（昭
和26年政令第319号）第２条の２に定める在留資格中、別表第１の３の
「短期滞在」（90日間）に該当する在留資格を有する旅客

https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html

小児半額
日本国以外のパスポートを所持し、「出入国管理及び難民認定法」（昭
和26年政令第319号）第２条の２に定める在留資格中、別表第１の３の
「短期滞在」（90日間）に該当する在留資格を有する旅客

https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html

◯企画乗車（船）券 販売一覧（目的地：長崎県）
〔事業者名〕
企画乗車（船）券名

対象交通モード
適用エリア
鉄軌道

バス

事業内容

〔松浦鉄道㈱〕

備考

URL

○

・松浦鉄道全線（佐賀県・有田～長崎県・佐世保）

お客様のご指定日当日に限り松浦鉄道全線が乗り放題でご利用いただ おとな 2,000円
ける
こども 1,000円

有人窓口及び列車内で購入可能

https://matutetu.com/pages/744/

○

・松浦鉄道全線（佐賀県・有田～長崎県・佐世保）

お客様のご指定日当日に限り松浦鉄道全線が乗り放題でご利用いただ
ける
会員 1,000円
６５歳以上を対象としたシルバー会員様専用の１日乗車券

有人窓口及び列車内で会員証を提示したお客様のみが購入可能
但し、シルバー会員の入会は有人窓口のみ
シルバー会員のみ

https://matutetu.com/pages/745/

松浦鉄道1日乗車券
〔松浦鉄道㈱〕
松浦鉄道シルバー会員1日乗車券

○

○

○

【島原鉄道】
・鉄道全線（しまてつカフェトレインを除く）
・バス全線（島原～福岡間の高速バスを除く）
・フェリー（人のみ）

・国内旅行者および地域住民の利用促進・利便性向上を目的とし、島原
（１Day） 2,000円
鉄道の鉄道・バス（高速バスを除く）・フェリー（人のみ）に乗り降り自由な
（２Day） 3,000円
きっぷを発売。＊２Ｄａｙは平日にまたがっての利用不可

○

○

○

【島原鉄道】
・鉄道全線（しまてつカフェトレインを除く）
・バス全線（島原～福岡間の高速バスを除く）
・フェリー（人のみ）

・小学生、中学生、高校生の利用促進・利便性向上を目的とし、島原鉄
道の鉄道・バス（高速バスを除く）・フェリーに土日祝日および春・夏・冬
休み期間中の１日に限り乗り降り自由なきっぷを発売

○

○

○

【島原鉄道】
・鉄道全線（しまてつカフェトレインを除く）
・バス全線（島原～福岡間の高速バスを除く）
・フェリー（人のみ）

（１Day）おとな
・外国人観光客の利用促進・利便性向上を目的とし、島原鉄道の鉄道・
こども
バス（高速バス除く）・フェリーに乗り降り自由なきっぷを発売
（２Day）おとな
こども

○

・島原鉄道全線（しまてつカフェトレインを除く）

・株式会社コロプラの提供する位置情報ゲーム「コロニーな生活」と連携
した企画商品で、乗車券を購入することで「デジタルスタンプラリー」に参
加でき、スマートフォンの位置情報を利用して指定された駅や観光地を おとな 3,160円
訪れてミッションをクリアすると限定デジタルアイテムなどを獲得すること
ができる。

○

・長崎電気軌道全線

長崎電気軌道の全線が購入時から24時間乗り放題

○

【バス】
・高速バス、および一般路線バスのほぼ全線
【航路】
・博多～西戸崎～志賀島（福岡市）
・姪浜～能古（福岡市）
・口之津～鬼池 （島原鉄道）
・熊本～島原 （熊本フェリー）
・門司港～唐戸（関門汽船）

○

〔島原鉄道㈱〕
島原半島周遊パス

〔島原鉄道㈱〕

https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/

土日祝日・島原鉄道の定める春・夏・冬休み期間
小学生・中学生・高校生

https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/

外国人旅行者専用切符

https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/

・乗車券購入の際に島原鉄道限定アイテム「乗り物コロカ」を提供
2021年４月１日～2022年３月31日

https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_s
himabara/

スマートフォンのみ購入可能

https://www.naga-den.com/pages/11/

九州島内および山口県下関市周辺の高速バス、および一般路線バスの 11,000円/３日
ほぼ全線と一部の船舶が乗り放題となるフリーパスチケット
14,000円/４日

・連続する３日間（４日間）であれば何度でも乗り降り自由
・エリア内に提携特典ショップが満載
・運転士に「SUNQパス」を見せるだけで乗降車可

http://www.sunqpass.jp/

【バス】
・高速バス、および一般路線バスのほぼ全線
【航路】
・博多～西戸崎～志賀島（福岡市）
・姪浜～能古（福岡市）
・口之津～鬼池 （島原鉄道）
・熊本～島原 （熊本フェリー）
・門司港～唐戸（関門汽船）

北部九州（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本）および山口県下関市周辺の高
速バス、および一般路線バスのほぼ全線と一部の船舶が乗り放題とな 9,000円/３日
るフリーパスチケット

・連続する３日間（４日間）であれば何度でも乗り降り自由
・エリア内に提携特典ショップが満載
・運転士に「SUNQパス」を見せるだけで乗降車可

http://www.sunqpass.jp/

○

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・佐世保～平戸間の路線バス往復乗車券

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・佐世保～平戸間の路線バス往復乗車券

5,760円

https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/jousha/hirado/

○

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・ＳＡＳＥＢＯクルーズバス「海風」の乗車券

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・ＳＡＳＥＢＯクルーズバス「海風」の乗車券

おとな 5,260円
こども 3,040円

https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/jousha/sasebo_umikaze/

○

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・佐世保～ハウステンボス間の路線バス片道乗車券

・福岡、福岡空港～佐世保間の高速バス往復乗車券
・佐世保～ハウステンボス間の路線バス片道乗車券
・ハウステンボス１ＤＡＹパスポート

10,460円

https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/jousha/huistenbosch/

○

・長崎市内指定利用区間内

・長崎市内指定利用区間内について１日間乗り放題制

おとな 500円
こども 250円

https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/oneday/index.html

○

・長崎市内指定利用区間内

・長崎市内指定利用区間内について１日間乗り放題 長崎市内観光１日
おとな 500円
乗車券をスマートフォンで購入可能にしたもの。
こども 250円
利用期間は１日間

○

・高速バス、長崎空港線、コミュニティバスを除く一般バス全路線（長崎
市内）

・高速バス、長崎空港線、コミュニティバスを除く一般バス全路線乗り放
題 ※午前１０時～午後１７時の間でバスを降車した場合のみ。
7,000円
利用期間は１ヶ月間

しまてつスきっぷ

〔島原鉄道㈱〕
雲仙・島原フリーパス

〔島原鉄道㈱〕
島原鉄道㈱乗り物コロカ1日フリーきっぷ
〔長崎電気軌道㈱〕
24時間乗車券

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕
○

SUNQパス【全九州＋下関】

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕
○

SUNQパス【北部九州＋下関】

〔西日本鉄道㈱・西肥自動車㈱〕
福岡平戸きっぷ
〔西日本鉄道㈱・西肥自動車㈱〕
させぼ海風満喫きっぷ
〔西日本鉄道㈱・西肥自動車㈱〕
ハウステンボスきっぷ
〔長崎自動車㈱〕
長崎市内観光1日乗車券
〔長崎自動車㈱〕
長崎バスbyすぐのれ～る
〔長崎自動車㈱〕
昼間全線フリー乗車券

金額

旅客船

（１Day） 1,000円

2,500円
1,250円
3,500円
1,750円

おとな 700円
こども 350円

・専用アプリ（クレジット決済のみ）にて販売

https://nagasaki.mtibusticket.jp/

https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/free/index.html

◯企画乗車（船）券 販売一覧（目的地：長崎県）
〔事業者名〕
企画乗車（船）券名

対象交通モード
適用エリア
鉄軌道

バス

事業内容

金額

備考

URL

旅客船

○

・佐世保市中心部エリア

土曜・日曜・祝日限定で、西肥バス（福岡・長崎の各高速バス、大野地
区まめバスを除く）・させぼバスの佐世保市中心部エリアが１日に何度で おとな 800円
も乗り降りできる。
こども 400円
利用期間は、土日祝のみ１日

https://www.bus.saihigroup.co.jp/oneday-ticket/17447.html

○

・壱岐島内のバス全路線

バス全線１日間乗り降り自由

おとな 1,000円
こども 500円

https://iki-bus.sakura.ne.jp/ikikotsu/one-day-free-pass/

○

・対馬市島内の全路線

対馬交通バス、対馬市営バス、予約制乗合タクシー（※一部路線除く）
にて１ヶ月間乗り降り自由

5,230円

http://tsushima-traffic.com/deals_ticket/64

○

・対馬市島内の全路線

対馬交通バス、対馬市営バス、予約制乗合タクシー（※一部路線除く）
にて１日間乗り降り自由

おとな 1,040円
こども 540円

http://tsushima-traffic.com/deals_ticket/68

○

・五島市内のバス全路線

・指定購入した１日間に全線乗り放題

おとな 1,000円
こども 500円

https://goto-sight.com/gotobus/pg688.html

○

・福江港から堂崎天主堂までの利用限定（五島市内）

・福江港から堂崎天主堂までの利用限定

おとな 400円
こども 200円

https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?id=1224

○

・福江港から水の浦教会までの利用限定（五島市内）

・福江港から水の浦教会までの利用限定

おとな 700円
こども 350円

https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?id=1224

○

・福江港から堂崎天主堂・水の浦教会までの利用限定（五島市内）

・福江港から堂崎天主堂・水の浦教会までの利用限定

おとな 800円
こども 400円

https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?id=1224

○

・福江港から富江キャンプ村までの往復利用乗車券（五島市内）

・福江港から富江キャンプ村までの往復利用乗車券（利用日は記入式）

おとな 1,000円
こども 500円

https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?id=1224

○

・佐世保市中心部指定エリア

・土曜・日曜・祝日限定で、西肥バス（福岡・長崎の各高速バス、大野ま
おとな 800円
めバスを除く）、させぼバスの佐世保市中心部エリアが１日間乗り降り自
こども 400円
由

○

・九州商船全航路

九州商船㈱の全航路（長崎～五島、佐世保～上五島、長崎～有川）全
区間、全船種〔ジェットフォイル便、高速船便、フェリー便（２等）〕で初回
乗船日も含め連続３日間で８回まで利用可能

○

・博多～壱岐～対馬

ジェットフォイルを３区間利用しラウンド（起点の港と終着の港が同一とな
全区間の運賃がそれぞれ２
る）し、最初の乗船日を含めて７日間以内のラウンド乗船券を購入した
割引
場合

https://www.kyu-you.co.jp/

○

・博多～壱岐～対馬

ジェットフォイルを一方向に連続して２区間以上乗り継ぎ、最初の乗船日 全区間の運賃がそれぞれ１
を含めて７日間以内の乗り継ぎ乗船券を購入した場合
割引

https://www.kyu-you.co.jp/

〔西肥自動車㈱〕
一日乗車券
〔壱岐交通㈱〕
1日フリー乗車券
〔対馬交通㈱〕
1ヶ月定額フリーパスポート
〔対馬交通㈱〕
1日フリーパス券
〔五島自動車㈱〕
一日フリー乗車券
〔五島自動車㈱〕
企画乗車券（堂崎）
〔五島自動車㈱〕
企画乗車券（水の浦）
〔五島自動車㈱〕
企画乗車券（堂崎・水の浦）
〔五島自動車㈱〕
乗合バス往復乗車券（富江キャンプ村）
〔西肥自動車㈱・させぼバス㈱〕
一日乗車券
〔九州商船㈱〕
KYUSHOパス
〔九州郵船㈱〕
ジェットフォイルラウンド割引
〔九州郵船㈱〕
乗り継ぎ割引

おとな 15,600円
こども 7,800円

https://www.bus.saihigroup.co.jp/oneday-ticket/17447.html

・乗船の際に「KYUSHOパス」の提示とともに乗船券の改札が必要
（KYUSHOパスを提示して乗船券を受け取り）

https://kyusho.co.jp/publics/index/348/

