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

対象交通モード
適用エリア

URL

○

○

【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

○

○

【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

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

○

○

・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

○

○

・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
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） おとな 2,650円
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
観光も、お買い物も、グルメも楽しみ尽くせます。
こども 1,330円
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

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

〔JR九州〕
B＆Sみやざきネットきっぷ

〔JR九州〕
B＆Sみやざきネット早特７

〔JR九州〕
B＆Sみやざきネット早特１４

〔西日本鉄道㈱〕
FUKUOKA１DAY PASS

〔西日本鉄道㈱〕
○

○

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 おとな 3,150円
線バス」で往復できるきっぷ
こども 1,570円

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

【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

○

・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。

○

○

【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

おとな 1,500円（こども 750
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
円）：福岡市内
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
おとな 1,820円（こども 910
でお得にめぐることができる１日乗車券です。
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/

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～
おとな 800円
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
こども 400円
内に各１回）

【発売期間】
３月１日～２月28日
ただし、運行日に限る

http://www.retroline.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/

福北きっぷ

FUKUOKA TOURIST CITY PASS

○

○

○

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

○

○

○

【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

関門海峡クローバーきっぷ

〔島原鉄道㈱〕
島原半島周遊パス

〔島原鉄道㈱〕
しまてつスきっぷ

備考

旅客船

指宿レール＆バスきっぷ

〔関門汽船㈱・（主）平成筑豊鉄道㈱・サン
デン交通㈱〕

金額

バス

〔JR九州・鹿児島交通㈱〕

〔福岡市・西日本鉄道㈱・JR九州・昭和自動
車㈱〕

事業内容

鉄軌道

（１Day） 1,000円

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

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/

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

旅客船

○

○

○

○

・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.kotsukumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

○

【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.kotsukumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

○

【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.kotsukumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=12&pg=1

○

○

【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
おとな 600円
となる。
こども 300円
・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。

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

○

○

【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 おとな 800円
り放題となる。
こども 400円
・スマートフォン等で購入及び使用するモバイル版のみ。

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

○

【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

・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乗り放題

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）を指定有効日は何度でも乗降できる乗車券

おとな 1,000円
こども 500円

https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/kita_free/

わくわく1dayパス１日乗車券区間指定①

○

わくわく1dayパス１日乗車券区間指定②

〔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

〔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）

〔鹿児島市交通局〕
市営バス・電車・フェリー共通利用券
CUTE(キュート）

URL

【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

○

○

〔西鉄バス北九州㈱〕
○

北九州市都市圏1日フリー乗車券

○

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

○

・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乗り放題

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）を指定有効期間中は何度でも乗降できる乗車券

○

・福岡～北九州線の高速バス往復乗車券
・砂津～門司港レトロ間の一般路線バス往復乗車券

福岡～砂津間の高速バスと砂津～門司港レトロ間の北九州市内路線
バスをセットにした割引乗車券

おとな 2,300円

○

・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

○

・福岡市内の一般路線バス

・福岡市内の西鉄路線バスが１日乗り放題

おとな 1,000円
こども 500円

https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/cityfree/

○

・福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」

・福岡市内の西鉄路線バスおよび太宰府ライナーバス「旅人」が１日乗
り放題

おとな 1,600円
こども 800円

https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/cityfree/

〔西日本鉄道㈱〕
門司港レトロきっぷ
〔西鉄バス北九州㈱〕
○

外国人旅行者専用切符

【24時間】
おとな 800円
こども 400円
【48時間】
おとな 1,500円
こども 750円

〔西鉄バス北九州㈱〕
北九州エリア24時間/48時間フリー乗車券
(電子券)

2,500円
1,250円
3,500円
1,750円

備考

（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

雲仙・島原フリーパス

〔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㈱〕

金額

【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）

〔島原鉄道㈱〕

〔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㈱〕

事業内容

北九州いってきまぁ～すチケット(電子券)
〔西日本鉄道㈱〕
福岡市内１日フリー乗車券

・専用アプリ「my route」でのみ販売

https://www.nishitetsu.jp/bus/sumanori/

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

・専用アプリ「my route」でのみ販売

https://fukuokamyroute.com/kitakyushu2021/?utm_source=nishitetsu&utm_medium=ba
nner&utm_campaign=ittekimaas

〔西日本鉄道㈱〕
福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１
日フリー乗車券

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

〔西日本鉄道㈱〕
福岡市内6時間/24時間フリー乗車券（電
子券）

金額

備考

URL

旅客船
【６時間】
おとな 600円
こども 300円
【24時間】
おとな 900円
こども 450円

○

・福岡市内の一般路線バス

・福岡市内の西鉄路線バスが６時間もしくは24時間乗り放題

○

・福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」

・福岡市内の西鉄路線バスおよび太宰府ライナーバス「旅人」が24時間 おとな 1,500円
乗り放題
こども 750円

○

・福岡市内の一般路線バス

・福岡市内の西鉄路線バスが１日乗り放題
・福岡市、太宰府市内の提携店舗での体験プログラムチケット

おとな 1,550円～
こども 1,050円～

http://www.taiken-bus.com/beginner

○

・福岡市内の一般路線バス

・福岡市内の西鉄路線バスおよび太宰府ライナーバス「旅人」が１日乗
り放題
・福岡市、太宰府市内の提携店舗での体験プログラムチケット

おとな 2,150円～
こども 1,350円～

http://www.taiken-bus.com/beginner

○

・天神～マリンワールド間

・天神～マリンワールド間の西鉄路線バス往復乗車券
・マリンワールド入館券

2,940円

https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/marine/

○

○

【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
【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/

○

○

【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

・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/

○

・高速バス「福岡～湯布院線」福岡～由布院駅前バスセンター間
・別府市内全線

高速バス「福岡～湯布院線」福岡～由布院駅前バスセンター間の往復
乗車券と、「ＭｙべっぷＦｒｅｅ２日間ワイドフリー乗車券」引換券がセットに 7,000円
なった乗車券

○

・高速バス福岡～別府線「とよのくにノンストップ系統」の天神・博多・福
高速バス福岡～別府線「とよのくにノンストップ系統」往復乗車券に亀の おとな 9,000円
岡空港～別府方面
井バス路線バス往復乗車券（別府駅西口～アフリカンサファリ）とアフリ 中学生 8,000円
・亀の井バスの一般路線バスエリア（別府駅西口～アフリカンサファリ間
カンサファリの入園券とジャングルバスがついたセット商品
こども 5,400円
のみ）

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

○

・福岡、福岡空港～別府間の高速バス往復乗車券
・別府地獄めぐり定期観光バス乗車券

・福岡、福岡空港～別府間の高速バス往復乗車券
・別府地獄めぐり定期観光バス乗車券

8,600円

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

○

・福岡、福岡空港～日田間の高速バス往復

・福岡、天神、福岡空港～日田間の高速バス往復乗車券
・日田レンタサイクル４時間利用券
・提携店舗割引

3,520円

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

○

・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/

・専用アプリ「my route」でのみ販売

https://www.nishitetsu.jp/bus/sumanori/

・専用アプリ「my route」でのみ販売

https://www.nishitetsu.jp/bus/sumanori/

〔西日本鉄道㈱〕
福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」24
時間フリー乗車券（電子券）
〔西日本鉄道㈱〕
福岡体験バスチケット（福岡市内1日フ
リー乗車券）
〔西日本鉄道㈱〕
福岡体験バスチケット（福岡市内＋大宰府
ライナーバス「旅人」1日フリー乗車券）
〔西日本鉄道㈱〕
マリンワールド＋西鉄バスセット券

〔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】

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕
SUNQパス【南部九州】
〔西日本鉄道㈱・日田バス㈱〕
とりっぷきっぷ別府・ゆふいん
〔西日本鉄道㈱・亀の井バス㈱〕
高速サファリジャングルきっぷ
〔西日本鉄道㈱・亀の井バス㈱〕
別府地獄きっぷ
〔西日本鉄道㈱〕
日田ぐるちゃりきっぷ
〔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

8,000円/３日

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

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

〔西日本鉄道㈱・九州産交バス㈱・産交バス
㈱〕

対象交通モード
適用エリア
鉄軌道

バス

事業内容

金額

URL

○

・「福岡～熊本～本渡バスセンター」、「福岡～熊本～松島」、「福岡～熊
本～三角産交（五橋入口）」の往復乗車券
・福岡、福岡空港～熊本間の高速バス往復乗車券
・高速バス「ひのくに号」（福岡～熊本間）と快速バス「あまくさ号」（熊本
・熊本～天草間の快速バス往復乗車券
～天草間）の乗り継ぎ割引乗車券
・熊本～天草間の快速バス往復乗車券

2,980円～

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

○

・全路線

・北九州市営バスの全路線が１日間乗り降り自由

おとな 700円
こども 350円

https://kitakyushucity.jp/ticket/otokujyousyaken/onedaypasspepar/

○

・全路線

・家族４人（うち大人２人まで）が、あらかじめ指定した土曜・日曜・祝日
に北九州市営バスの全路線が１日間乗り降り自由

700円

https://kitakyushucity.jp/ticket/otokujyousyaken/kazokuwari/

○

・全路線

・北九州市営バスの全路線が、７日間何度でも乗り降り自由

中学生 700円
小学生 350円

https://kitakyushucity.jp/ticket/otokujyousyaken/kodomobusport/

○

・嬉野線

嬉野線が１日乗り放題になる乗車券

中学生・高校生・大学生・専
門学校生 1,100円
小学生 550円

土日祝、春夏冬休み
小学生、中学生、高校生、大学生、専門学校生

https://www.jrkbus.co.jp/rosen/ticket.php

○

・鹿児島～宮之城線、鹿児島～郡山線

宮之城から鹿児島までの４枚つづりの回数券

4,000円

土日祝、春夏冬休み
中学生、高校生、大学生、専門学校生

https://www.jrkbus.co.jp/rosen/ticket.php

○

・博多～直方線
・福間駅～イオン線

おとな 1,700円
博多～直方線、福間駅～イオン線が２日間乗り放題になる乗車券で、３
学生 1,300円
６５日いつでも使える。
こども 850円

○

【JR九州バス】
・嬉野線、彼杵線
【祐徳自動車㈱】
・佐賀線、武雄線、嬉野線、吉田線、祐徳線、太良線、武雄・三間坂線、
鹿島市内循環線、嬉野・三間坂線、下吉田線、奥山線、武雄市内循環
線

「さがＭａａｓ事業実行委員会」のＭａａＳ事業の一環として設定された、
JR九州バスと祐徳バスの杵藤（鹿島、武雄、嬉野）地区を周遊できる３６ おとな 2,000円
時間有効フリー乗車券に、地域クーポンがセットになったデジタルチケッ こども 1,500円
ト。

○

・全路線

土・日・祝日に限り、堀川バス全路線で１日乗り放題

おとな 1,000円
こども 500円

http://www.horikawabus.jp/local/one.html

○

・佐賀駅バスセンターから初乗り（160円）区間

佐賀駅バスセンターを中心に、初乗り（160円）区間のエリアが１日乗り
放題。

おとな 350円
こども 180円

http://www.bus.saga.saga.jp/waribiki.html

○

・臨時バスを除く全路線

臨時バスを除く全路線が、１日乗り放題。

おとな 1,000円
こども 500円

http://www.bus.saga.saga.jp/waribiki.html

○

・佐賀駅バスセンターから初乗り（160円）区間
※佐賀市歴史民族館及び徴古館は、初乗り区間内にある施設

毎年１月～３月に行われる佐賀市観光協会主催の「ひなまつりイベント」
時に利用可。
「指定区域内フリー１日乗車券」と、ひなまつりのイベント会場である佐 800円
賀市歴史民族館、徴古館に入場できる「共通入場券」（当日600円）が
セットで販売。

○

・高速バス（からつ号）＋唐津市内（呼子・玄海町）全路線
※唐津～伊万里線（志気橋まで）・唐津～佐賀線（笹原峠まで）

都市間高速バス（からつ号）の往復＋唐津エリアの一般路線乗り放題
※唐津～伊万里線（志気橋まで） 唐津～佐賀線（笹原峠まで）

2,550円

○

・呼子・名護屋浜線
・呼子・加部島線 呼子〜加部島杉村
・呼子・波戸岬線 呼子〜波戸岬国民宿舎
※唐津〜呼子間はご利用できません。

呼子町内の一部バス路線が、２日間乗り放題。

500円

○

佐賀駅バスセンター～熊の川温泉・古湯温泉～富士支所前

昭和バスの２４時間乗り放題乗車券（古湯線）と登録店舗で使えるクー
ポンがセットになったチケット。

おとな 1,600円
こども 1,000円

○

・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

○

・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

福岡天草きっぷ
〔北九州市交通局〕
一日乗車券
〔北九州市交通局〕
土休日家族割引乗車券
〔北九州市交通局〕
夏休みこどもバスぽ～と
〔JR九州バス㈱〕
嬉野線1日フリー乗車券
〔JR九州バス㈱〕
休日学生4枚きっぷ
〔JR九州バス㈱〕
いつＤＡＹもおでかけきっぷ

〔JR九州バス㈱、祐徳自動車㈱〕
かぶきフリーきっぷ

〔堀川バス㈱〕
一日乗車券
〔佐賀市交通局〕
指定区域内フリー１日乗車券
〔佐賀市交通局〕
全線フリー１日乗車券
〔佐賀市交通局〕
ひなまつりセット券
〔昭和自動車㈱〕
唐津２dayフリー乗車券
〔昭和自動車㈱〕
呼子地区２daysフリー乗車券

〔昭和自動車㈱〕
ふるくま１ｄａｙぬる湯フリーパス

〔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

備考

旅客船

https://www.jrkbus.co.jp/news/detail/220

https://www.yutoku.jp/post-11389/

http://www.bus.saga.saga.jp/hinamatsuri2020.html

・電子媒体での販売
※「バスもり！」アプリ内で購入
※一部紙券でも販売実施

http://showa-bus.jp/tickets/

http://showa-bus.jp/tickets/

・専用アプリ「my route」でのみ販売

http://showabus.jp/2021/12/16/%e3%80%8e%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%8f%e3%81%
be1day%e3%81%ac%e3%82%8b%e6%b9%af%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc
%e3%83%91%e3%82%b9%e3%80%8f%e3%82%92%e3%80%8emyroute%e3%80%8f
-%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/

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

・専用アプリ（クレジット決済のみ）にて販売

https://nagasaki.mtibusticket.jp/

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

〔長崎自動車㈱〕

事業内容

金額

備考

URL

旅客船

○

・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

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

○

・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

○

・まちなかループバス限定（熊本市内）

・まちなかループバスをスマートフォンやくまモンのＩＣカードで乗り放題。 おとな 300円
・有効化から24時間乗降自由
こども 150円

○

・熊本城周遊バス全線（熊本市内）

・熊本城周遊バス「しろめぐりん」路線の１日間乗り降り自由

おとな 400円
こども 200円

http://shiromegurin.com/

○

・快速あまくさ号の往復と天草島内の乗り放題

快速あまくさ号の往復と天草島内の乗り放題
２日間・３日間券を発売

２日間 4,280円
３日間 5,400円

https://www.sankobus.jp/site/ama_fridet/noriho/?scroll_id=top

○

・阿蘇駅～阿蘇火口間

阿蘇駅～阿蘇火口までのバス乗り放題

おとな 1,300円
こども 650円

https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/ticket/asosen_1day/

○

・人吉ＩＣ～人吉産交間

人吉ＩＣ～人吉産交間を運行するじゅぐりっと号１日乗り放題

おとな 500円
こども 250円

https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/hitoyoshi_shuyu/#mtit03_4

○

①大分市内、別府北浜、別府観光港地区
②鉄輪、亀川、関の江地区

路線バス往復乗車券と高崎山入園券と、うみたまご入館券がセットに
なったチケット

①2,550円
②2,750円

https://www.oitakotsu.co.jp/bus/ticket/monkeymarine.php

昼間全線フリー乗車券
〔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
〔九州産交バス㈱・熊本電気鉄道㈱〕
まちなかループバス24時間（1日）乗車券
〔熊本都市バス㈱〕
熊本城周遊バス一日乗車券
〔産交バス㈱〕
あまくさ乗り放題きっぷ
〔産交バス㈱〕
阿蘇火口線１日乗り放題
〔産交バス㈱〕
じゅぐりっと号１日乗車券
〔大分交通㈱〕
モンキー・マリーンチケット

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

・スマホ乗車券としての販売
・くまモンのICカード（地域交通IC）にての販売（バス車内のみ）

https://www.city.kumamoto.jp/chuo/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type
=top&id=34465

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

〔大分バス㈱〕

事業内容

URL

【ワイド】
おとな 1,120円
こども 560円
【ミニ】
おとな 410円
こども 200円

大分バスのエリア内の移動が１日乗り放題となる１日乗車券

○

・一般路線バスエリア（コミュニティバス、高速バス、定期観光バスは除
外）

【ミニ、１日】
おとな 1,000円
学生 800円
こども 500円
【ミニ、２日】
亀の井バスの一般路線バスが以下の通り１日もしくは２日乗り降り自由 おとな 1,600円
①ミニエリア（別府市内一円）
こども 800円
②ワイドエリア（別府市内＋湯布院、サファリ方面）
【ワイド、１日】
おとな 1,700円
こども 850円
【ワイド、２日】
おとな 2,600円
こども 1,300円

○

おとな 4,350円
・一般路線バスエリア（別府駅～城島高原パーク～由布院駅前バスセン 路線バス往復乗車券（別府駅～城島高原パーク～湯布院）と城島高原
中高生 3,850円
ター間のみ）
パークの入園券と１日のりものパスがセットになったもの
こども 3,380円

○

・一般路線バスエリア（コミュニティバス、高速バス、定期観光バスは除
外）

亀の井バス一般路線バスエリアが乗り放題になるワイドフリー乗車券（１ おとな 4,000円
日大人）とアフリカンサファリの入園券とジャングルバスがセットになった 中学生 3,000円
もの
こども 2,300円

https://kamenoibus.com/valueticket/africansafari_211112.pdf

○

・別府市内一円の一般路線バスエリア

亀の井バスの一般路線バス（別府市内）が１日乗り放題になるミニフ
リー乗車券１日大人と別府市内加盟店で使える体験チケット４枚をセット おとな 2,700円
にしたもの

https://kamenoibus.com/img/kamisama/

○

・別府地獄めぐり７か所

おとな 3,900円
バスガイドの案内の下、別府地獄めぐり７か所を定期観光バスで巡るも
中学生 3,000円
の
こども 1,950円

https://kamenoibus.com/sightseeing_jigoku/

○

・高速バス福岡～別府線「とよのくにノンストップ系統」の天神・博多・福
岡空港～別府方面
・高速バス福岡～湯布院線「ゆふいん号」の天神・博多・福岡空港～湯
布院方面

高速バス福岡～別府線「とよのくにノンストップ系統」もしくは高速バス福
岡～湯布院線「ゆふいん号」往復乗車券に亀の井バス一般路線バスエ 7,000円
リアで使えるワイドフリー乗車券（２日大人）がついたセット商品

https://kamenoibus.com/valueticket/

○

・高速バス福岡～湯布院線「ゆふいん号」の天神・博多・福岡空港～湯
布院方面
・一般路線バスエリア（由布院駅前バスセンター～九重夢大吊橋間）

高速バス福岡～湯布院線「ゆふいん号」往復乗車券に亀の井バス一般
路線バス往復乗車券（由布院駅前バスセンター～九重夢大吊橋間の
7,500円
み）と九重夢大吊橋入場券がついたセット商品

https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/oshirase/

○

・高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間

高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間の往復乗車券と、日田市観
光協会のレンタサイクル４時間無料券、施設店舗の特典がセットになっ 3,520円
たもの。

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

○

・高速バス「福岡～黒川温泉線」の福岡～黒川温泉間

高速バス「福岡～黒川温泉線」の福岡～黒川温泉間の往復乗車券と、
黒川温泉観光旅館組合発行の入湯手形引換券がセットになったもの。

6,860円

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

○

・高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間

高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間の往復乗車券と、日田市観
光協会のレンタサイクル４時間無料券、施設店舗の特典、および3,000
円分の食事券がセットになったもの。

3,520円

https://hitabus.com/pickups/2738

○

・高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間

高速バス「日田～福岡線」の日田～福岡間の往復乗車券と、日田市観
光協会のレンタサイクル４時間無料券、施設店舗の特典、および3,000
円分の施設利用券がセットになったもの。

3,520円

https://hitabus.com/pickups/2677

○

・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

○

・鹿児島市街地

鹿児島中央駅を中心に鹿児島市街地の主要観光地を巡る「まち巡りバ
おとな 500円
ス」に乗り放題の乗車券です。各施設でのお得な割引制度がございま
こども 250円
す。

○

〔亀の井バス㈱〕
フリー乗車券MyべっぷFree

〔亀の井バス㈱〕
城島高原パークエンジョイきっぷ
〔亀の井バス㈱〕
アフリカンサファリきっぷ
〔亀の井バス㈱〕
BEPPU体験バスチケット
〔亀の井バス㈱〕
定期観光バス別府地獄めぐりコース
〔亀の井バス㈱〕
とりっぷきっぷ
〔亀の井バス㈱〕
九重夢大吊橋きっぷ
〔日田バス㈱〕
日田ぐるチャリきっぷ
〔日田バス㈱〕
黒川湯めぐりきっぷ
〔日田バス㈱〕
天領日田グルメきっぷ
〔日田バス㈱〕
日田体験きっぷ
〔宮崎交通㈱〕

〔宮崎交通㈱〕
ホリデーパス宮崎・都城・延岡
〔鹿児島交通㈱〕
まち巡りバス1日乗車券

備考

・ワイド：大分市内の路線バス全線
・ミニ：大分市内中心部（170円のエリア）
※ワイド・ミニ共に、一部路線を除く

一日乗車券（ワイド・ミニ）

宮崎県内路線バス全線1日乗り放題乗車
券

金額

旅客船

https://www.oitabus.co.jp/bus/services.html

https://kamenoibus.com/guruspa/hp/guruspa/01/

https://kamenoibus.com/valueticket/kijima_enjoy_20210401.pdf

https://www.iwasaki-corp.com/bus/machimeguri/

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

○

・指宿地区の路線バス

１日おとな 1,100円
指宿エリアを路線バスで周遊観光できるきっぷです。１日乗り放題と２日 １日こども 550円
乗り放題の２種類あります。
２日おとな 2,200円
２日こども 1,100円

https://www.iwasaki-corp.com/bus/myplan_ibusuki/

○

・霧島地区の路線バス＋霧島周遊観光バス（要予約）

霧島エリアを路線バスで周遊観光できるきっぷです。１日乗り放題のみ １日おとな 1,100円
になります。
１日こども 550円

https://www.iwasaki-corp.com/bus/myplan_kirishima/

・指宿・知覧地区

鹿児島発
おとな 4,500円
こども 2,350円
鹿児島市内から出発し、指宿・開聞岳・知覧の観光地を巡るバスです。
指宿発
おとな 3,700円
こども 1,950円

https://www.iwasaki-corp.com/bus/sightseeing/

〔鹿児島交通㈱〕
のったりおりたりマイプラン（指宿）
〔鹿児島交通㈱〕
のったりおりたりマイプラン（霧島）

〔鹿児島交通観光バス㈱〕
○

指宿定期観光バス

○

・屋久島内全線（荒川登山バスを除く）

屋久島全線１日～連続４日間乗り放題。各施設100円割引券付き。

おとな
１日 2,000円
３日 3,000円
４日 4,000円
こども
１日 1,000円
３日 1,500円
４日 2,000円

○

・屋久島内

４つのコースに分かれて屋久島の主要観光地を巡るバスです。お得な
割引制度があります。

おとな 2,000円～5,000円
こども 1,000円～2,500円
※コースにより変動

○

・サクラジマアイランドビュー全線

サクラジマアイランドビューに１日間乗り降り自由

おとな 500円
こども 250円

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/transportation/10415

○

・カゴシマシティビュー夜景コースのみ

カゴシマシティビュー夜景コースに１日間乗り降り自由

おとな 200円
こども 100円

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/sakurajima-tabi/#ank3

・全路線の期間内乗り降り自由
・期間内であれば、回数制限なし

おとな
１日券
２日券
３日券
こども
１日券
２日券
３日券

〔種子島・屋久島交通㈱〕
屋久島ゆったり満喫乗車券

〔種子島・屋久島交通㈱〕
屋久島ゆうらんバス
〔鹿児島市交通局〕
サクラジマアイランドビュー１日乗車券

https://www.iwasaki-corp.com/bus/sightseeing/

〔鹿児島市交通局〕
カゴシマシティビュー夜景コース1日乗車
券

〔㈱しまバス〕
○

・一般路線バス、期間内全線乗り放題

路線バス全線乗り放題券

〔関門汽船㈱・（主）サンデン交通㈱・西日本
鉄道㈱〕

○

○

setowa山口ウエストパス

○

○

https://shimabus.co.jp/rosen/ticket/

○

関門地域の渡船及びバスについて、１日間乗り降り自由（渡船について おとな 1,440円
は２回限り）
こども 720円

http://www.sandenkotsu.co.jp/bus/service/discount_ticket

○

【関門汽船】
・門司港桟橋～唐戸桟橋（片道１回）
【西鉄バス（高速）】
・福岡～下関、福岡～北九州、福岡空港～小倉（往復１回）
【西鉄バス（路線）】
・門司港レトロ～砂津
【サンデン交通バス】
・下関～唐戸

福岡エリアから西鉄高速バスを使って関門地域を散策するのにお得な
チケット
２日間有効

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

○

【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
おとな 3,200円
ス、船舶がセットになった乗り放題きっぷ
こども 1,600円
２日間有効

ふくふくレトロきっぷ

〔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㈱〕

・スマホ版乗車券は「バスもり！」というアプリのダウンロードが必要で
す。

1,050円
1,580円
2,100円

【関門汽船】
・門司港桟橋～唐戸桟橋（２回限り）
【サンデン交通バス】
・下関駅～城下町長府／火の山線
【西鉄バス】
・門司港駅～和布刈

関門周遊パスポート

〔関門汽船㈱・（主）西日本鉄道㈱・サンデン
交通㈱〕

2,100円
3,150円
4,200円

3,100円

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

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

〔㈱フェリーさんふらわあ〕
○

弾丸フェリー（亀の井ＭyべっぷＦｒｅｅ版）

事業内容

金額

備考

URL

旅客船

○

【フェリーさんふらわあ】
・大分～神戸または別府～大分の往復
【亀の井バス】
・ＭｙべっぷＦｒｅｅミニフリー乗車券１日乗り放題
別府市内及び城島高原エリア
・ＭｙべっぷＦｒｅｅワイドフリー乗車券１日乗り放題
別府市内、城島高原エリア、湯布院及びアフリカンサファリ

ツーリーリスト（相部屋）利用
大分～神戸または別府～大阪航路の往復乗船券で現地日帰り（現地０
の場合
泊船中２泊）で発売している割引乗船券『弾丸フェリー』と同額で亀の井
ミニフリー 10,000円
バスのフリー乗車券、（ＭｙべっぷＦｒｅｅ）の別府市内限定のミニフリー１
ワイド 10,500円
日乗車券または別府市内プラス湯布院・アフリカンサファリまでのワイド
フリー１日乗車券とセットになった乗船券
利用する部屋により追加料金

・小人については、通常の弾丸フェリーの半額プラス現地でフリー乗車
券、（ＭyべっぷＦｒｅｅ）の小人料金を購入可能
・電話による事前予約のみ購入可能
・往路が関西発のみ購入可能
・令和４年１月１日乗船分より一部部屋について弾丸フェリーの料金変
更
一部割引除外期間あり
関西発往路の大人で事前に電話予約した方に限る

https://www.ferry-sunflower.co.jp/

