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

〔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

〔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/

〔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/

〔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/

〔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

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕

　SUNQパス【全九州＋下関】
○ ○

【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
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

11,000円/３日
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/

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕

　SUNQパス【北部九州＋下関】
○ ○

【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
るフリーパスチケット

9,000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/

〔SUNQパス運営委員会加盟47社局〕

　SUNQパス【南部九州】
○ ○

【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/

URL
対象交通モード

適用エリア 事業内容 金額 備考

https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/84
https://yokanavi.com/en/tourist-city-pass/
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https://www.shimatetsu.co.jp/railway/special-ticket/
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http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/ticket-summary/#cute
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◯企画乗車（船）券　販売一覧（交通モード：旅客船）　※複数モード（旅客船＋鉄軌道、旅客船＋バス、旅客船＋鉄軌道＋バス）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

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/

〔㈱フェリーさんふらわあ〕

　マイカー・徒歩　周游プラン
○

・瀬戸内海航路（大分～神戸または別府～大分）と太平洋航路（志布志
～大阪）のそれぞれ片道利用

往復利用で、瀬戸内海航路（大分～神戸または別府～大阪）と太平洋
航路（志布志～大阪）のそれぞれ片道ずつ利用して復路の料金を割引
きすることで九州縦断観光を格安で利用できるプラン（車両、バイク、徒
歩それぞれプランあり）

利用する部屋、手段により料
金が異なる

・徒歩プランについては、到着地内の交通手段の運賃は別途購入
・往路出発日までに別航路の復路を予約する
・令和４年１月１日乗船分より一部部屋について料金変更
一部割引除外期間あり

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

〔関門汽船㈱・（主）サンデン交通㈱・西日本
鉄道㈱〕

　関門周遊パスポート

○ ○

【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
は２回限り）

おとな　1,440円
こども　720円

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

〔関門汽船㈱〕

　関門海峡・巌流島トライアングルフリーパ
ス

○
・門司港桟橋～唐戸桟橋
・門司港桟橋～巌流島
・唐戸桟橋～巌流島

関門汽船の関門連絡船と巌流島航路に１日間乗り放題
おとな　1,000円
こども　500円

http://www.kanmon-kisen.co.jp/profitable_plan/

〔関門汽船㈱・（主）西日本鉄道㈱・サンデン
交通㈱〕

　ふくふくレトロきっぷ

○ ○

【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

3,100円 https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/jousha/fukufukuretro/

〔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

〔九州商船㈱〕

　KYUSHOパス
○ ・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

おとな　15,600円
こども　7,800円

・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/

〔九州郵船㈱〕

　ジェットフォイルラウンド割引
○ ・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
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
場合

全区間の運賃がそれぞれ２
割引

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

〔九州郵船㈱〕

　乗り継ぎ割引
○ ・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
を含めて７日間以内の乗り継ぎ乗船券を購入した場合

全区間の運賃がそれぞれ１
割引

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

〔㈱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）
○ ○

【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

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
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
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
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

ツーリーリスト（相部屋）利用
の場合
ミニフリー　10,000円
ワイド　10,500円

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/

〔マルエーフェリー㈱〕

　鹿児島・奄美・沖縄結いの島周遊切符
○ ・マルエーフェリー株式会社運航の全区間

マルエーフェリー株式会社の全区間にて、利用開始日から２等客室の
み３週間以内乗り放題

おとな　30,000円
こども　15,000円
【特殊手荷物の追加オプショ
ン】
バイク　20,000円
自転車　8,000円

本商品は出発港にて周遊チケットの発行を行い、利用者は各港にて乗
船名簿の提出と同時に周遊チケットを提示することで、乗船券を受け取
ることができる。

https://www.aline-ferry.com/tour/9127/

・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。

復路の旅客運賃及び自動車
航送運賃が１割引

【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
及び船社にて提示を必要とする。
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

〔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〕

　九州ラウンド割引

○ ・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/
https://www.ferry-sunflower.co.jp/
http://www.sandenkotsu.co.jp/bus/service/discount_ticket
http://www.kanmon-kisen.co.jp/profitable_plan/
https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/jousha/fukufukuretro/
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
https://kyusho.co.jp/publics/index/348/
https://www.kyu-you.co.jp/
https://www.kyu-you.co.jp/
https://www.ferry-sunflower.co.jp/
https://www.aline-ferry.com/tour/9127/


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

〔マルエーフェリー㈱〕

　鹿児島・奄美・沖縄結いの島周遊きっぷ大
学生応援キャンペーン

○ ・マルエーフェリー株式会社運航の全区間 利用開始日から2等客室のみ3週間乗り放題 20,000円
対象者：大学生及び大学院生、短大生、専門学生
利用条件：学生証の提示が必要

https://www.aline-
ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3
%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B
9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8
C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/

〔鹿児島市船舶局〕

　鹿児島市営バス・電車・フェリー１日共通
利用券

○ ・桜島～鹿児島間のフェリー乗船
財団法人鹿児島観光コンベンション協会が販売する１日共通利用券を
提示した場合で、１日共通利用券に記載されている日に限り不定回数
乗船をすることができる。

おとな　1,200円
こども　600円

https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/index.html

〔鹿児島市船舶局〕

　鹿児島市営バス・電車・フェリー２日共通
利用券

○ ・桜島～鹿児島間のフェリー乗船
財団法人鹿児島観光コンベンション協会が販売する１日共通利用券を
提示した場合で、２日共通利用券に記載されている日に限り不定回数
乗船をすることができる。

おとな　1,800円
こども　900円

https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/index.html

〔甑島商船㈱〕

　高速旅客船周遊割引
○ ・高速旅客船の定期便の範囲。

高速旅客船の定期便に川内港より乗船する場合に、あらかじめ途中の
寄港地において下船せず川内港まで乗船する場合、運賃及び料金を２
倍した額を4.083割引とする。

運賃及び急行料金を2倍した
額を4.083割引

https://www.koshikisho.co.jp/

〔種子屋久高速船㈱〕

　区間周遊乗船券割引
○ ・運航する全区間

鹿児島～種子島～屋久島～鹿児島、指宿～屋久島～種子島～鹿児
島、指宿～種子島～屋久島～鹿児島、指宿～種子島～屋久島～指宿
間の片道旅客運賃及び料金の割引。

旅客運賃及び料金の１割引 https://www.tykousoku.jp/

https://www.aline-ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/
https://www.aline-ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/
https://www.aline-ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/
https://www.aline-ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/
https://www.aline-ferry.com/information/%E3%80%90%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E8%88%AA%E8%B7%AF%E3%80%91%E3%80%8C%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A5%84/
https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/index.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/index.html
https://www.koshikisho.co.jp/
https://www.tykousoku.jp/

