◯企画乗車（船）券 販売一覧（目的地：宮崎県）
〔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

URL

・「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

○

・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）

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

○

・フリー区間：北郷～南郷

・宮崎～宮崎エリアの往復ＪＲ券と南郷～北郷の周遊がセットになった
きっぷ

おとな 4,070円
こども 2,030円

http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/295

○

・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。

・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。

○

・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

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

○

・九州新幹線：熊本～鹿児島中央
・鹿児島本線：熊本～八代、川内～鹿児島
・三角線：全線
・肥薩線：全線
・吉都線：全線
・指宿枕崎線：全線
・日豊本線：大分～鹿児島
・日南線：全線
・宮崎空港線：全線
・豊肥本線：全線

・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
8,000円
席に乗り降り自由

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

○

【博多～人吉IC】
おとな 5,400円
こども 2,700円
【博多～えびのIC】
おとな 6,030円
こども 3,010円
【博多～小林IC】
・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S 博多～宮崎間の新幹線・Ｂ＆Ｓみやざきが片道から購入できるネット限
おとな 6,450円
みやざき）
定きっぷ
こども 3,220円
【博多～都城北】
おとな 6,980円
こども 3,490円
【博多～宮交シティ・宮崎】
おとな 7,300円
こども 3,650円

〔JR九州〕
旅名人の九州満喫きっぷ
〔JR九州〕
海幸山幸のんびりきっぷ

〔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〕
○

ハロー！自由時間パス【全九州版】

〔JR九州〕

〔JR九州〕

〔JR九州〕
B＆Sみやざきネットきっぷ

備考

・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】

JR KYUSHU RAIL PASS(南九州エリア３
日間用)

金額

○

〔JR九州〕

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)

事業内容

旅客船

○

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/8

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

対象交通モード
適用エリア

事業内容

○

○

・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S ７日前までの予約で博多～宮崎間の新幹線・Ｂ＆Ｓみやざきが片道から おとな 6,110円
みやざき）
購入できるネット限定きっぷ
こども 3,050円

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/209

○

○

・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S １４日前までの予約で博多～宮崎間の新幹線・Ｂ＆Ｓみやざきが片道か おとな 5,090円
みやざき）
ら購入できる座席数限定のネット限定きっぷ
こども 2,540円

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/231

○

○

【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）

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
【鹿児島市船舶局】
・桜島～鹿児島間のフェリー乗船

南部九州（熊本・宮崎・鹿児島）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るフリーパスチケット

8,000円/３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/

○

・宮崎県内全路線

・県内全路線１日乗り放題
・全日利用可能

おとな 2,000円
学生 1,800円
こども 1,000円

https://www.miyakoh.co.jp/rosen/ticket/1day.html

○

・宮崎市内・都城市内・延岡市内該当エリア

宮崎市内・都城市内・延岡市内該当エリア１日乗り放題
・土日祝日のみ利用可能

おとな 700円
こども 350円

https://www.miyakoh.co.jp/rosen/ticket/1coin.html

・関西・九州を直結する航路で、二船社にまたがり往復する場合、復路
の旅客運賃及び自動車航送運賃（人の運送の用に供する普通自動車
及び小型自動車並びに６ｍ未満の自家用自動車）を１割引とする。

【適用条件】
・往路の乗船日より14日以内とする。
・当該旅客は、往路乗船の船社が発行する「九州ラウンド割引証明書」
を取り付け、復路の乗船券引換券及び乗船券を購入の際、旅行代理店
復路の旅客運賃及び自動車 及び船社にて提示を必要とする。
航送運賃が１割引
次の期間を除く
【関西から九州へ】
８月10日～８月15日、12月27日～翌年１月１日
【九州から関西へ】
８月15日～８月20日、１月２日～１月７日

〔JR九州〕
B＆Sみやざきネット早特１４

〔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【南部九州】
〔宮崎交通㈱〕

〔宮崎交通㈱〕
ホリデーパス宮崎・都城・延岡

九州ラウンド割引

URL

旅客船

B＆Sみやざきネット早特７

〔阪九フェリー㈱・㈱名門大洋フェリー・宮崎
カーフェリー㈱・㈱フェリーさんふらわあ〕

備考

バス

〔JR九州〕

宮崎県内路線バス全線1日乗り放題乗車
券

金額

鉄軌道

○

・関西～九州を直結する航路

https://www.han9f.co.jp/
https://www.cityline.co.jp/index.html
https://www.miyazakicarferry.com/fare/#about-discount
https://www.ferry-sunflower.co.jp/

