2020 年２月 10 日

株主優待制度の拡充に関するお知らせ

当社は、株主優待制度につきまして、
「鉄道株主優待券」及び「ＪＲ九州グループ株主優待券」の
２種類を発行しておりますが、この度、当社株式に対する投資の魅力をより高め、保有株式数を増や
していただくとともに、長期にわたって保有していただけるよう、株主優待制度を拡充することとい
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、2020 年３月 31 日を基準日とする株主優待制度から実施いたします。

記

１．
「ＪＲ九州グループ株主優待券」の内容拡充
各利用対象施設が優待メニューを個別に設定している割引券タイプから、各利用対象施設で現
金同様に利用できる金券タイプに変更します。
(1) 各種条件
現「ＪＲ九州グループ株主優待券」

次期「ＪＲ九州グループ株主優待券」

配布枚数

一律５枚

一律５枚（500 円×５枚）

発送時期

毎年５月下旬

同左

有効期間

１年間（毎年６月１日～５月 31 日）

同左

優待内容

定価から●割引

現金同様に利用可

お会計●円引き

等

※１回のお支払いにつき複数枚利用可、お釣りなし

(2) 利用対象施設等
別紙をご参照ください。

２．
「ＪＲ九州高速船 株主優待割引券」の新設
「ＪＲ九州グループ株主優待券」とは別途、福岡～釜山間を運航する高速船「QUEEN BEETLE（ク
イーンビートル）
」及び「BEETLE（ビートル）」の１名さまの往復チケット（スタンダードクラス・
普通席）を 14,000 円でご購入いただける割引券を発行いたします。
(1) 各種条件
配布枚数

一律１枚

発送時期

毎年５月下旬

有効期間

１年間（毎年６月１日～５月 31 日）

取扱箇所

博多港国際ターミナル１階ビートルカウンター
※釜山港のビートルカウンター、JR 九州の窓口及び旅行会社では利用不可

その他

・往路が福岡発の場合に限ります。
・運賃とは別に、燃油特別付加運賃及び港湾税等が必要です。
・ゴールデンウィーク、年末年始など一部の利用除外日にはご利用いただけません。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

３．長期保有株主優待制度の導入
当社株式を長期にわたり保有していただいている株主の皆さまに対し、現行の株主優待に加え、
「鉄道株主優待券」及び「ＪＲ九州グループ株主優待券」を追加で発行いたします。
(1) 対象者
毎年３月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された、当社株式を５単元（500 株）以上保
有し、かつ、１単元でも継続して３年以上保有（※）していただいている株主の皆さま
※「継続して３年以上保有」とは、毎年３月 31 日及び９月 30 日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で
連続して７回以上記載又は記録された株主さまといたします。なお、保有期間の判定については、2020 年３
月 31 日から過去に遡って行います。
※保有株式を全て売却して買い戻された場合や証券会社の貸株サービスをご利用されている場合などは、株主番
号が変更され、対象者から外れることがございます。

(2) 発行基準
以下の発行基準に基づき、
「鉄道株主優待券」及び「ＪＲ九州グループ株主優待券」を発行い
たします。
所有株式数＼優待内容
500 株以上 1,000 株未満

鉄道株主優待券

ＪＲ九州グループ株主優待券

１枚

２枚

1,000 株以上
２枚
４枚
なお、追加でご送付する「鉄道株主優待券」の割引内容は、現行のものと同様（１枚につき、
お一人さま片道の運賃・料金を５割引）です。
(3) 実施時期等
2020 年３月 31 日現在の株主の皆さまから実施いたします。なお、
保有期間の判定については、
2020 年３月 31 日（基準日）から過去に遡って行います。
(4) 発送時期
追加の株主優待券は、毎年５月下旬に発送する株主優待券に同封いたします。

以上

（別紙）
＜次期「ＪＲ九州グループ株主優待券」の利用対象施設等＞
会社名
ＪＲ九州高速船㈱

利用対象施設

利用条件等

QUEEN BEETLE（クイーンビートル）

・博多-釜山航路、対馬-釜山航路に

BEETLE（ビートル）

おける船内販売商品の購入のみ
対象
・博多-対馬航路の混乗便では利用
不可

ＪＲ九州ステーションホテル小倉㈱

ＪＲ九州ステーションホテル小倉

・フロント精算時のみ利用可能

ＪＲ九州ハウステンボスホテル㈱

ホテルオークラＪＲハウステンボス

・宿泊、宴会、各レストラン、各シ
ョップで利用可能（ファミリーマ
ートでは利用不可）
・宿泊は、フロント精算時のみ利用
可能

ＪＲ九州ホテルズ㈱

THE BLOSSOM HIBIYA

・フロント精算時のみ利用可能

THE BLOSSOM HAKATA Premier
JR 九州ホテルブラッサム新宿
JR 九州ホテルブラッサム博多中央
JR 九州ホテルブラッサム福岡
JR 九州ホテルブラッサム大分
JR 九州ホテルブラッサム那覇
JR 九州ホテル小倉
JR 九州ホテル長崎
JR 九州ホテル宮崎
JR 九州ホテル鹿児島
JR ホテル屋久島
別府温泉－竹と椿のお宿－花べっぷ
㈱おおやま夢工房

奥日田温泉 うめひびき
道の駅

・フロント精算時のみ利用可能

水辺の郷おおやま（香椎店

含む）
梅酒蔵おおやま
ＪＲ九州フードサービス㈱

驛亭都城駅店
驛亭さつま
驛亭大分駅店
うまやキャナルシティ店
赤坂うまや博多
うまや長崎店
うまや鹿児島店
うまや JR 博多シティ店
うまやの粋大分店
火の国うまや
赤坂うまや
北千住うまや
有楽町うまやの楽屋
外苑うまや信濃町
立川うまやの楽屋
うまやの楽屋 東京ソラマチ
赤坂うまや 新宿
赤坂うまや 池袋東武店

・オンラインショップでは利用不可

天神 華都飯店
博多 華都飯店
豊後茶屋別府駅店
A&K ビア＆フードステーション
たんやＨＡＫＡＴＡ
マイング うちのたまご直売所
赤坂うまや

うちのたまご直売所

（羽田）
赤坂うまや

うちのたまご直売所

（赤坂 Biz タワー）
焼き鳥とワイン

SUI de vin

うどん居酒屋粋博多本店
うどん居酒屋粋六本松店
ＪＲ九州ファーム㈱

八百屋の九ちゃん 千早店

・クレジットカードとの併用は不可

八百屋の九ちゃん 吉塚店
八百屋の九ちゃん 六本松店
八百屋の九ちゃん マークイズ福岡
ももち店
ＪＲ九州ドラッグイレブン㈱

ドラッグイレブン

・調剤薬局、ファミリーマート融合
店では利用不可

㈱萬坊

海中レストラン

海中魚処

呼子朝市通り店
えきマチ１丁目唐津駅店

※ 下線は新規追加の利用対象施設です。
※ 利用対象施設は変更する場合がございます。

萬坊

（ご参考）
＜拡充後の当社株主優待制度＞
優待内容

発行基準

長期保有株主優待

鉄道株主優待券（※）
片道の運賃・料金を５割引

100 株以上 500 株未満

100 株ごとに１枚

500 株以上 1,000 株未満

－
１枚追加

1,000 株以上 10,000 株未満

10 枚＋1,000 株超過分
200 株ごとに１枚

10,000 株以上 20,000 株未満

55 枚＋10,000 株超過分

２枚追加

300 株ごとに１枚
20,000 株以上

100 枚

ＪＲ九州高速船 株主優待割引券
福岡～釜山往復割引

一律１枚

14,000 円

－

ＪＲ九州グループ株主優待券
各利用対象施設で現金同様に
利用可（500 円×５枚）

100 株以上 500 株未満
500 株以上 1,000 株未満

－
一律５枚

1,000 株以上

２枚追加
４枚追加

※ 鉄道株主優待券について
１． 割引内容
鉄道株主優待券１枚につき、お一人さま片道の運賃・料金を５割引
２． 割引対象のきっぷ
・運賃：片道乗車券
・料金：特急券、グリーン券（個室を除く）及び指定席券
※ １枚で運賃及び料金のいずれか、もしくは運賃及び料金双方の割引に使用できます。
※ 片道行程の範囲であれば、１枚で複数列車の料金を割引します。
３． 割引対象の区間
当社の営業路線内
４． 取扱箇所
当社の駅（一部を除く）
ただし、列車内、精算窓口及びＪＲ九州以外の駅での取扱いはいたしません。

