
◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254

https://www.jrbeetle.com/news/1228/

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254

https://www.jrbeetle.com/news/1228/

〔JR九州〕

　阿蘇のんびりきっぷ
○

・熊本発フリー区間：立野～宮地
・別府・大分発フリー区間：三重町～阿蘇

・熊本、別府・大分から阿蘇エリアまでの往復ＪＲ券と阿蘇エリアの周遊
がセットになった特別企画乗車券

【熊本発】
おとな　3,150円
こども　1,570円
【別府・大分発】
おとな　5,090円
こども　2,540円

http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/298

〔JR九州・肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　ＪＲ・おれんじぐるりんきっぷ
○

【福岡ワイド版】
・福岡市内～鹿児島中央　※片道、八代～川内間のおれんじ鉄道に乗
車可
【熊本エリア版】
・熊本～水俣・新水俣　※片道、八代～水俣のおれんじ鉄道に乗車可
【鹿児島中央エリア版】
・鹿児島中央～出水　※片道、出水～川内のおれんじ鉄道に乗車可
【熊本／鹿児島ワイド版】
・熊本～鹿児島中央　※片道、八代～川内のおれんじ鉄道に乗車可

・福岡市内、熊本、鹿児島から着地まで肥薩おれんじ鉄道とＪＲ九州を
使って往復できる特別企画乗車券

【福岡ワイド版】
14,980円
【熊本エリア版】
5,240円
【鹿児島中央エリア版】
4,620円
【熊本/鹿児島ワイド版】
8,380円

http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/302

〔JR九州〕

　旅名人の九州満喫きっぷ
○

・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

〔JR九州・㈱シークルーズ〕

　天草（松島）・福岡市内２枚きっぷ、天草
（松島）・熊本２枚きっぷ

○ ○

【ＪＲ九州】
・福岡市内発
　福岡市内～三角
・熊本発
　熊本～三角
【シークルーズ】
・三角～松島

・福岡市内、熊本～三角までの往復ＪＲ券と松島までのシークルーズ乗
船券がセットになったきっぷ

【福岡市内】
おとな　9,240円
こども　4,620円
【熊本】
おとな　3,060円
こども　1,530円

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/84

〔JR九州〕

　ゆふいんのんびりきっぷ
○

・北九州市内、新鳥栖・鳥栖、久留米、佐賀、佐世保、宮崎・南宮崎、熊
本、鹿児島中央から由布院までの往復ＪＲ券

・主な駅～由布院までの往復ＪＲ券

【北九州市内発】（日豊本線）
おとな　8,070円
こども　4,030円
【北九州市内】（鹿児島本線
経由）
おとな　9,950円
こども　4,970円
【新鳥栖鳥栖】
おとな　7,330円
こども　3,660円
【久留米】
おとな　6,810円
こども　3,400円
【佐賀】
おとな　8,280円
こども　4,140円
【佐世保】
おとな　10,480円
こども 　5,240円
【宮崎南宮崎】
おとな　11,730円
こども　5,860円
【熊本】
おとな　11,950円
こども　5,970円
【鹿児島中央】
おとな　22,000円
こども　11,000円

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/300

〔JR九州〕

　海幸山幸のんびりきっぷ
○ ・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

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔JR九州〕

　みんなの九州きっぷ【全九州版】
○ ・九州新幹線全線、山陽本線（下関～門司間）を含む、ＪＲ九州全線

・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　8,000円
こども　1,000円

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
【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
【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
※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

・「JR九州インターネット列車予約」のみの販売
【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
【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
※５月８日（日）、15日（日）、29日（日）の３日間限定

〔JR九州〕

　みんなの九州きっぷ【北部九州版】
○

・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
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
（宇土～三角間）

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254
https://www.jrbeetle.com/news/1228/
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/253
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/254
https://www.jrbeetle.com/news/1228/
http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/298
http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/302
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/96
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/84
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/300
http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/295


◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔JR九州・鹿児島交通㈱〕

　指宿レール＆バスきっぷ
○ ○

【ＪＲ九州】
・鹿児島中央～指宿・西大山
【鹿児島交通】
・鹿児島中央～指宿

鹿児島中央－指宿・西大山間を、「往復ＪＲ」もしくは「片道ＪＲ＋片道路
線バス」で往復できるきっぷ

おとな　3,150円
こども　1,570円

http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/293

〔JR九州〕

　ぐるっと九州きっぷ（窓口用）
○ ・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〕

　ぐるっと九州きっぷ（ネット用）
○ ・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

〔JR九州〕

　ハロー！自由時間ネットパス【全九州版】
○ ・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
・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
クラブ」会員専用。

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
37801041-145358290.1617692732#pass

〔JR九州〕

　ハロー！自由時間ネットパス【北部九州
版】

○
・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
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
（宇土～三角間）

・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
・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
クラブ」会員専用。

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
37801041-145358290.1617692732#pass

〔JR九州〕

　ハロー！自由時間パス【全九州版】
○ ・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

・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
クラブ」会員専用。

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
37801041-145358290.1617692732#pass

〔JR九州〕

　ハロー！自由時間パス【北部九州版】
○

・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
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
（宇土～三角間）

・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

・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
クラブ」会員専用。

http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.16
37801041-145358290.1617692732#pass

〔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)

○ ・ＪＲ九州全線
・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
席に乗り降り自由

【全九州３日間用】
16,000円
【全九州５日間用】
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

〔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)

○
・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）

・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
席に乗り降り自由

【北部九州３日間用】
9,500円
【北部九州５日間用】
11,000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

〔JR九州〕

　JR KYUSHU RAIL PASS(南九州エリア３
日間用)

○

・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
席に乗り降り自由

8,000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

〔JR九州〕

　JR KYUSHU RAIL PASS(FUKUOKAWIDE)
○

・山陽本線：門司～下関
・鹿児島本線：門司港～大牟田
・日豊本線：小倉～行橋
・日田彦山線：城野～田川後藤寺
・筑豊本線：全線
・香椎線：全線
・篠栗線：全線
・筑肥線：姪浜～唐津
・後藤寺線：全線

・有効期間中、エリア内の新幹線、特急、快速、普通列車の普通車自由
席に乗り降り自由

【福岡エリア】
3,060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/widepass/info/
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http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.1637801041-145358290.1617692732#pass
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.1637801041-145358290.1617692732#pass
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.1637801041-145358290.1617692732#pass
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.1637801041-145358290.1617692732#pass
http://www.jrkyushu.co.jp/hello/ticket/?_ga=2.11257716.1341180222.1637801041-145358290.1617692732#pass
https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html
https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html
https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html
https://www.jrkyushu.co.jp/english/widepass/info/


◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔JR九州〕

　B＆Sみやざきネットきっぷ
○ ○

・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S
みやざき）

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
定きっぷ

【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】
おとな　6,450円
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

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

〔JR九州〕

　B＆Sみやざきネット早特７
○ ○

・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S
みやざき）

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
購入できるネット限定きっぷ

おとな　6,110円
こども　3,050円

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

〔JR九州〕

　B＆Sみやざきネット早特１４
○ ○

・博多～宮崎間（博多～新八代間：九州新幹線、新八代～宮崎間：B&S
みやざき）

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
ら購入できる座席数限定のネット限定きっぷ

おとな　5,090円
こども　2,540円

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

〔西日本鉄道㈱〕

　FUKUOKA１DAY PASS
○ ○

・西鉄電車１日フリー乗車券（西鉄天神大牟田線　福岡（天神）～柳川
間、および太宰府線と甘木線）＋西鉄バス１日フリー乗車券（福岡・久留
米・佐賀・筑豊地区を運行する西鉄の一般路線バス）※一部を除く

福岡県内の西鉄電車と西鉄バスの主要箇所が乗り放題！（一部を除く）
観光も、お買い物も、グルメも楽しみ尽くせます。

おとな　2,650円
こども　1,330円

http://www.ensen24.jp/kippu/32

〔西日本鉄道㈱〕

　福北きっぷ
○ ○

・福岡（天神）駅～紫・五条駅もしくは福岡（天神）駅～筑紫・太宰府駅
（西鉄電車片道乗車券）
・福岡（天神ＢＴ）～小倉（西鉄高速バス片道乗車券）

福岡県の２大都市圏、福岡と北九州を一度に巡ることができるお得な
きっぷ。電車と高速バスの乗車券（片道）がセットになってます。

【1,450円】
紫･五条駅～福岡(天神)駅⇒
福岡(天神BT)～小倉
もしくは小倉～福岡(天神BT)
⇒福岡(天神)駅～紫･五条駅
【1,550円】
筑紫･太宰府駅～福岡(天神)
駅⇒福岡(天神BT)～小倉
もしくは小倉～福岡(天神BT)
⇒福岡(天神)駅～筑紫･太宰
府駅

http://www.ensen24.jp/kippu/11

〔福岡市・西日本鉄道㈱・JR九州・昭和自動
車㈱〕

　FUKUOKA TOURIST CITY PASS

○ ○ ○

【西日本鉄道】
・バス　福岡市内フリーエリア
・電車　福岡（天神）～雑餉隈（～太宰府　1,820円切符のみ）
　　　　　貝塚線全線
【ＪＲ九州】
・列車　（鹿児島本線）竹下～香椎
　　　　　（香椎線）香椎～海の中道～西戸崎
　　　　　（筑肥線）姪浜～九大学研都市
【昭和自動車】
・バス　姪浜駅南口～マリノアシティ福岡
　　　　（西の浦線）九大学研都市～二見ケ浦～伊都営業所
【福岡市交通局】
・地下鉄　全線
【福岡市市営渡船】
・船舶　能古～姪浜航路、博多～志賀島航路

福岡に訪れる外国人旅行者に、福岡の魅力に多くふれていただくことを
目的として、福岡市内と太宰府の主な観光施設等を、様々な公共交通
でお得にめぐることができる１日乗車券です。

おとな　1,500円（こども　750
円）：福岡市内
おとな　1,820円（こども　910
円）：福岡市内 ＋ 太宰府

外国人旅行者専用切符（販売休止中） https://yokanavi.com/en/tourist-city-pass/

〔西日本鉄道㈱〕

　福岡（天神）駅⇔太宰府駅一日フリー乗車
券(my route限定発売)

○ ・福岡（天神）駅⇔太宰府駅
トヨタ自動車株式会社と共同で、様々な移動手段を組み合わせて移動を
サポートするスマートフォン向けアプリ「ｍｙｒｏｕｔｅ」を使用した乗車券。福
岡（天神）駅⇔太宰府を一日何回でも移動できます。

おとな　820円
こども　420円

〔福岡市交通局〕

　１日乗車券
○ ・福岡市地下鉄全線（空港線・箱崎線・七隈線） 福岡市地下鉄全線において改札日当日に限り１日乗り放題。

おとな　640円
こども・割引　320円

発売方法：
地下鉄駅券売機、お客様サービスセンター（定期券うりば）、福岡市観光
案内所（天神）、博多駅総合案内所
※一括購入（50枚以上）の場合は公式HP専用サイトでも購入可

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/card/oneday.php

〔福岡市交通局〕

　ファミちかきっぷ
○ ・福岡市地下鉄全線（空港線・箱崎線・七隈線） 福岡市地下鉄全線において改札日当日に限り家族で１日乗り放題。 1,000円/1家族

発売方法：
公式HP専用サイト、地下鉄駅窓口(姪浜駅えきマチ１丁目口を除く）、お
客様サービスセンター（定期券うりば）

小児以下の子どもがいる家族
※２親等内（事実婚含む）
※大人は２人まで、子どもは人数制限なし

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/card/fami.php

〔福岡市交通局〕

　ファミリーペア券
○ ・福岡市地下鉄全線（空港線・箱崎線・七隈線）

福岡市地下鉄全線において改札日当日に限り大人と子どもで１日乗り
放題。

800円
おとな券・こども券2枚１組

発売方法：
公式HP専用サイト、地下鉄駅窓口(姪浜駅えきマチ１丁目口を除く）、お
客様サービスセンター（定期券うりば）

大人１人、小児１人

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/famipair/

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/8
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/209
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/231
http://www.ensen24.jp/kippu/32
http://www.ensen24.jp/kippu/11
https://yokanavi.com/en/tourist-city-pass/
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/card/oneday.php
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/card/fami.php
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/famipair/


◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔北九州高速鉄道㈱〕

　一日乗車券
○

【北九州モノレール】
・小倉～企救丘　全線

・北九州モノレール全線（小倉～企救丘）
　何回でも利用可能

おとな　700円
こども　350円

・北九州モノレール全駅
券売機で購入可能

http://www.kitakyushu-monorail.co.jp/fare/special-ticket.php

〔甘木鉄道㈱〕

　甘鉄フリーきっぷ（１日フリー乗車券）
○ ・甘木鉄道全線

乗車日に限り甘木鉄道全線が乗り降り自由であり、何回でも利用できま
す。

おとな　740円
こども　370円

（販売場所）甘木駅窓口、甘木駅券売機、小郡販売所（営業時間にご注
意ください）

http://www.amatetsu.jp/

〔平成筑豊鉄道㈱〕

　ちくまるキップ
○ ・平成筑豊鉄道全線（伊田・田川・糸田線） ・有効日に限り、伊田・田川・糸田線を乗り降り自由

おとな　1,000円
こども　500円

【発売期間】
通年

http://www.heichiku.net/d-tickets/1dayfree/

〔平成筑豊鉄道㈱〕

　「全国乗り物コロカ制覇の旅」コロプラ1日
フリーきっぷ

○ ・平成筑豊鉄道全線（伊田・田川・糸田線） ・有効日に限り、伊田・田川・糸田線を乗り降り自由 1,500円
「おとな」と「こども」は同じ金額
【発売期間】
４月１日～３月31日

https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_
heichiku/

〔平成筑豊鉄道㈱・筑豊電気鉄道㈱〕

　へい！ちくてつ1日フリーきっぷ
○

・平成筑豊鉄道全線（伊田・田川・糸田線）
・筑豊電気鉄道全線（黒崎駅前～筑豊直方）

・有効日に限り、平成筑豊鉄道全線、筑豊電気鉄道全線を乗り降り自由 1,500円 「おとな」と「こども」は同じ金額 http://www.heichiku.net/d-tickets/201808coupon/

〔平成筑豊鉄道㈱〕

　「門司港レトロ観光線」1日フリー乗車券
○ ・門司港レトロ観光線（九州鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅） ・有効日に限り、門司港レトロ観光線を乗り降り自由

おとな　600円
こども　300円

【発売期間】
３月１日～２月28日
ただし、運行日に限る

http://www.retro-line.net/about/value_tickets/1day-pass/

〔平成筑豊鉄道㈱〕

　北九州銀行レトロライン「潮風号」きっぷ
○ ・門司港レトロ観光線（九州鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅） ・有効日に限り、門司港レトロ観光線を乗り降り自由

おとな　500円
こども　250円

【発売期間】
３月１日～２月28日
ただし、運行日に限る
山口フィナンシャルグループチラシ、九州鉄道記念館・出光美術館入館
チケット、JR九州レールパス（全九州版・北部九州版・福岡ワイド版）、
SUNQパス（全九州版・北部九州版）、井筒屋ウィズカード、EXサービス
（JR西日本）、ふくおかよかとこパスポートの提示

http://www.retro-line.net/about/value_tickets/shiokaze_ticket/

〔関門汽船㈱・（主）平成筑豊鉄道㈱・サン
デン交通㈱〕

　関門海峡クローバーきっぷ

○ ○ ○

全て片道１回限り
【平成筑豊鉄道】
・九州鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅
【サンデン交通バス】
・御裳川～唐戸
【関門汽船】
・門司港桟橋～唐戸桟橋

観光列車、サンデン交通バス（御裳川～唐戸）、関門汽船（唐戸桟橋～
門司港桟橋）を乗り継いで、海峡をぐるっと一周できるきっぷ（有効期間
内に各１回）

おとな　800円
こども　400円

【発売期間】
３月１日～２月28日
ただし、運行日に限る

http://www.retro-
line.net/about/value_tickets/%E9%96%A2%E9%96%80%E6%B5%B7%E5%B3%
A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8D
%E3%81%A3%E3%81%B7/

〔松浦鉄道㈱〕

　松浦鉄道1日乗車券
○ ・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

おとな　2,000円
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㈱〕

　松浦鉄道シルバー会員1日乗車券
○ ・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
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

会員　1,000円
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/

〔島原鉄道㈱〕

　島原半島周遊パス
○ ○ ○

【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
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
きっぷを発売。＊２Ｄａｙは平日にまたがっての利用不可

（１Day）　2,000円
（２Day）　3,000円

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

〔島原鉄道㈱〕

　しまてつスきっぷ
○ ○ ○

【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

（１Day）　1,000円
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/

〔島原鉄道㈱〕

　雲仙・島原フリーパス
○ ○ ○

【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）

・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・
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

（１Day）おとな　2,500円
　　　　　こども　1,250円
（２Day）おとな　3,500円
　　　　　こども　1,750円

外国人旅行者専用切符 https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/

〔島原鉄道㈱〕

　島原鉄道㈱乗り物コロカ1日フリーきっぷ
○ ・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
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。

おとな　3,160円
・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/

〔長崎電気軌道㈱〕

　24時間乗車券
○ ・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

おとな　700円
こども　350円

スマートフォンのみ購入可能 https://www.naga-den.com/pages/11/

〔熊本市交通局〕

　熊本市電1日乗車券
○ ・熊本市電全線

・熊本市電が１日乗り降り自由
・観光、文化施設の入園料、入館料割引付き

おとな　500円
こども　250円

・紙券とモバイル券で販売
http://www.kotsu-
kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

http://www.kitakyushu-monorail.co.jp/fare/special-ticket.php
http://www.amatetsu.jp/
http://www.heichiku.net/d-tickets/1dayfree/
https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_heichiku/
https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_heichiku/
http://www.heichiku.net/d-tickets/201808coupon/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/1day-pass/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/shiokaze_ticket/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/%E9%96%A2%E9%96%80%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8D%E3%81%A3%E3%81%B7/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/%E9%96%A2%E9%96%80%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8D%E3%81%A3%E3%81%B7/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/%E9%96%A2%E9%96%80%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8D%E3%81%A3%E3%81%B7/
http://www.retro-line.net/about/value_tickets/%E9%96%A2%E9%96%80%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8D%E3%81%A3%E3%81%B7/
https://matutetu.com/pages/744/
https://matutetu.com/pages/745/
https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/
https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/
https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/
https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_shimabara/
https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area06/norimono_shimabara/
https://www.naga-den.com/pages/11/
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1


◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔熊本電気鉄道㈱・九州産交バス㈱・産交
バス㈱・熊本市交通局・熊本都市バス㈱〕

　わくわく1dayパス１日乗車券区間指定①

○ ○

【熊本市電】
・全線
【熊本電鉄】
・上熊本・藤崎宮前～堀川
【電鉄バス・熊本都市バス・九州産交バス・産交バス】
・指定区間の一般路線（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
※桜町バスターミナルから半径５ｋｍ程度の範囲

・熊本市電のほか、県内の路線バス等でも利用できる共通１日乗車券
（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
・利用可能区間ごとに３種類を販売
・観光、文化施設の入園料、入館料割引付き

700円
http://www.kotsu-
kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

〔熊本電気鉄道㈱・九州産交バス㈱・産交
バス㈱・熊本市交通局・熊本都市バス㈱〕

　わくわく1dayパス１日乗車券区間指定②

○ ○

【熊本市電】
・全線
【熊本電鉄】
・上熊本・藤崎宮前～須屋
【電鉄バス・熊本都市バス・九州産交バス・産交バス】
・指定区間の一般路線（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
※熊本市内一円

・熊本市電のほか、県内の路線バス等でも利用できる共通１日乗車券
（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
・利用可能区間ごとに３種類を販売
・観光、文化施設の入園料、入館料割引付き

900円
http://www.kotsu-
kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

〔熊本電気鉄道㈱・九州産交バス㈱・産交
バス㈱・熊本市交通局・熊本都市バス㈱〕

　わくわく1dayパス１日乗車券県内版

○ ○

【熊本市電】
・全線
【熊本電鉄】
・全線
【電鉄バス・熊本都市バス・九州産交バス・産交バス】
・指定区間の一般路線（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
※熊本県内一円（葦北方面は、赤松トンネル前まで）

・熊本市電のほか、県内の路線バス等でも利用できる共通１日乗車券
（高速バスや、空港リムジンバス等は利用不可）
・利用可能区間ごとに３種類を販売
・観光、文化施設の入園料、入館料割引付き

2,000円
http://www.kotsu-
kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

〔鹿児島市交通局〕

　電車・自動車共通一日乗車券（市電・市バ
ス・シティビュー一日乗車券）

○ ○

【鹿児島市電】
・全線（１系統・２系統）
【鹿児島市営バス】
・サクラジマアイランドビュー及び定期観光バスを除く一般路線

・鹿児島市交通局が運行する市電・市バス全線（サクラジマアイランド
ビュー及び定期観光バス除く）が、利用者の指定した日に限り乗り放題
となる。
・紙製スクラッチ方式とスマートフォン等で購入及び使用するモバイル版
がある。

おとな　600円
こども　300円

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-
summary/oneday/#sp_joushaken

〔鹿児島市交通局〕

　電車・自動車共通24時間乗車券（市電・市
バス・シティビュー24時間乗車券）

○ ○

【鹿児島市電】
・全線（１系統・２系統）
【鹿児島市営バス】
・サクラジマアイランドビュー及び定期観光バスを除く一般路線

・鹿児島市交通局が運行する市電・市バス全線（サクラジマアイランド
ビュー及び定期観光バス除く）が、利用開始時刻から２４時間に限り、乗
り放題となる。
・スマートフォン等で購入及び使用するモバイル版のみ。

おとな　800円
こども　400円

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-
summary/oneday/#sp_joushaken

〔鹿児島市交通局〕

　市営バス・電車・フェリー共通利用券
CUTE(キュート）

○ ○ ○

【鹿児島市電】
・全線（１系統・２系統）
【鹿児島市営バス】
・一般路線（定期観光バスを除く）
【桜島フェリー】

・鹿児島市交通局が運行する市電・市バス全線（定期観光バス除く）及
び桜島フェリーが、利用者の指定する日又は連続する２日間、乗り放題
となる。
・紙製スクラッチ方式のみ。

【１日券】
おとな　1,200円
こども　600円
【２日券】
おとな　1,800円
こども　900円

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/#cute

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　おれんじ1日フリー切符
○ ・肥薩おれんじ鉄道

・おれんじ鉄道全線乗り降り自由
・利用日当日限り

おとな　2,800円
こども　1,400円

・八代駅、日奈久温泉駅、肥後田浦駅、佐敷駅、水俣駅、出水駅、西出
水駅、野田郷駅、阿久根駅、川内駅の駅窓口営業時間内及び車内、
MAASアプリ「ライドパス」

https://www.hs-orange.com/page741.html

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　おれんじ18フリーきっぷ
○ ・肥薩おれんじ鉄道

・肥薩おれんじ鉄道全線乗り降り自由
※「当日有効の青春18きっぷ」ご提示の場合のみ発売いたします。
※青春18きっぷは使用不可
・利用日当日限り

おとな　2,100円
※こどもも同額

・八代駅・日奈久温泉駅・肥後田浦駅・佐敷駅・水俣駅・出水駅・西出水
駅・野田郷駅・阿久根駅・川内駅の各駅で窓口の営業時間内※各駅の
営業時間にご注意ください
JR発売の青春18きっぷ利用時期と同じ

https://www.hs-orange.com/page401.html

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　4（フォー）ヤングきっぷ
○ ・肥薩おれんじ鉄道

・おれんじ鉄道全線
・４枚回数券
・発売日から７日間有効

・利用区間によって変わる
・区間を設定した上で販売

・八代駅・日奈久温泉駅・肥後田浦駅・佐敷駅・水俣駅・出水駅・西出水
駅・野田郷駅・阿久根駅・川内駅の各駅で窓口の営業時間内※各駅の
営業時間にご注意ください
発売期間
毎年７月21日～毎年８月31日
利用可能期間
毎年７月21～毎年９月６日
中・高生限定

https://www.hs-orange.com/page78.html

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　となりまちきっぷ【佐敷駅⇔水俣駅】
○ ・肥薩おれんじ鉄道

・佐敷～水俣間の往復切符、駅近隣の提携飲食店にて特典が受けられ
る

おとな　720円
20歳以上のみ

・佐敷駅・水俣駅のみ
17時以降の列車のみ利用可能
乗車日当日限り有効
20歳以上限定（アルコール提供の為）

https://www.hs-orange.com/page400.html

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　Orange Rail Pass
○ ・肥薩おれんじ鉄道 ・おれんじ鉄道全線乗り降り自由、２日間フリー乗車券

2,000円
短期滞在者のみ

・八代駅、佐敷駅、水俣駅、出水駅、川内駅各駅で窓口の営業時間内
※各駅の営業時間にご注意ください
外国人専用（パスポートの提示が必要）

〔肥薩おれんじ鉄道㈱〕

　1DAY TRAIN PASS
○ ・肥薩おれんじ鉄道 ・おれんじ鉄道全線乗り降り自由、１日間フリー乗車券

1,200円
短期滞在者のみ

・八代駅・出水駅・川内駅各駅で窓口の営業時間内※各駅の営業時間
にご注意ください
・ジャパンホリデートラベルが運営する海外旅行会社向けポータルサイト
内
外国人専用（パスポートの提示が必要）

〔西鉄バス北九州㈱〕

　北九州いってきまぁ～すチケット(電子券)
○ ○

・北九州市、および周辺地区（行橋市、中間市、苅田町、およびイオン
モール直方）の西鉄グループのバスとＪＲ九州（鹿児島本線）の西小倉
～門司港駅間乗り放題

ＪＲ九州フリーきっぷ、西鉄バス乗り放題、第一タクシークーポン、北九
州魅力満喫パスポートが付いた乗車券

おとな　1,200円
中高生　1,000円
こども（小学生）　600円

・専用アプリ「my route」でのみ販売
https://fukuoka-
myroute.com/kitakyushu2021/?utm_source=nishitetsu&utm_medium=ba
nner&utm_campaign=ittekimaas

http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1
http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/oneday/#sp_joushaken
http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/oneday/#sp_joushaken
http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/oneday/#sp_joushaken
http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/oneday/#sp_joushaken
http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/#cute
https://www.hs-orange.com/page741.html
https://www.hs-orange.com/page401.html
https://www.hs-orange.com/page78.html
https://www.hs-orange.com/page400.html
https://fukuoka-myroute.com/kitakyushu2021/?utm_source=nishitetsu&utm_medium=banner&utm_campaign=ittekimaas
https://fukuoka-myroute.com/kitakyushu2021/?utm_source=nishitetsu&utm_medium=banner&utm_campaign=ittekimaas
https://fukuoka-myroute.com/kitakyushu2021/?utm_source=nishitetsu&utm_medium=banner&utm_campaign=ittekimaas


◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：鉄軌道）　※複数モード（鉄軌道＋バス、鉄軌道＋旅客船、鉄軌道＋バス＋旅客船）の場合を含む。

〔事業者名〕
企画乗車（船）券名 鉄軌道 バス 旅客船

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

〔関門汽船㈱・（主）JR西日本・サンデン交
通㈱・防長交通㈱・ブルーライン交通㈱・船
木鉄道㈱〕

　setowa山口ウエストパス

○ ○ ○

【関門汽船】
・関門連絡船　唐戸桟橋～門司港桟橋
【ＪＲ西日本】　※新幹線は利用不可
・山陽線：新山口～下関
・山陰線：東萩～下関、長門市～仙崎
・美祢線：厚狭～長門市
【サンデン交通バス】
・下関駅～長府駅
・長門湯本温泉～センザキッチン
【防長バス】
・長門市駅前～センザキッチン
【ブルーライン交通】
・滝部駅～ホテル西長門リゾート入口
・長門市駅～センザキッチン
【舟木鉄道】
・美祢駅～大田中央

山口北西部（下関・長門市・萩・秋吉など）を旅行する方にお得なＪＲ、バ
ス、船舶がセットになった乗り放題きっぷ
２日間有効

おとな　3,200円
こども　1,600円

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210915_01_setowa_yamag
uchi.pdf

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210915_01_setowa_yamaguchi.pdf
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210915_01_setowa_yamaguchi.pdf

