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スマホアプリで JR キューポがたまる・使える！

「JR キューポアプリ」 START！
インターネット列車予約・JQCARD・SUGOCAでたまるJRキューポ。更に便利にお楽しみ頂くた
めに「JRキューポアプリ」がスタートします。
JR キューポアプリを使うと、JR 九州グループの店舗（JR キューポアプリ加盟店）でのお買い物
やお食事のお支払いで JR キューポがたまり、更にたまった JR キューポを 1 ポイント 1 円単位でお
支払いに使うこともできます。その他お得なクーポンの配信や年間の JR キューポの獲得状況等で
会員ランクが決まり特典がもらえるサービスをご用意しています。
是非 JR キューポアプリをダウンロードして、JR 九州グループの各店舗をご利用ください。
１ サービス名称
JR キューポアプリ
２ サービス開始日
2020 年 3 月 3 日（火）
※スマホアプリの公開手続きの状況等により日程変更する場合があります。
３ JR キューポアプリの主な機能

【JR キューポがたまる・使える】
・JR キューポアプリ加盟店で、お支払いの際に JR キ
ューポアプリのＱＲコードを提示すると、JR キューポ
がたまります(通常 200 円税込につき１ポイント)。更に
たまった JR キューポを 1 ポイント＝１円でお支払いに
利用することができます。
【お知らせ・クーポンが届く】
・お得なお知らせやクーポンが配信されます。クーポ
ンはポイント付与クーポン・値引きクーポン・商品交換
クーポンがあります。
【会員ランク】
・1 年間（4 月～翌 3 月）の JR キューポ獲得数やおま
とめ登録の状況により会員ランクが決まり、会員ラン
クによってプレゼントクーポンが贈られます。

※その他提携ポイントへの交換・インターネット列車予約サービス・JR キューポポイントモールへの連携
など、JR キューポに関する様々なサービスを便利にお使い頂けます。
【会員ランクのルールと付与予定のクーポン】
会員ランク 年間獲得ポイント数
おまとめ登録
特典（特典付与クーポン）
Platinum
10,000 ポイント以上
JQCARD ＆ SUGOCA
1000 ポイント付与クーポン
Gold
5,000 ポイント以上
JQCARD ＆ SUGOCA
500 ポイント付与クーポン
Silver
3,000 ポイント以上
JQCARD or SUGOCA
300 ポイント付与クーポン
Bronze
1,000 ポイント以上
‐
100 ポイント付与クーポン
White
‐
‐
‐
※初回会員ランクの決定は 2020 年 4 月 1 日の予定です。
（以降年度毎に更新）
※初回の特典のポイント付与クーポンは 2020 年 3 月 31 日までにアプリをダウンロードして JR
九州 Web 会員 ID でログインした人が対象となります。（2020 年 4 月上旬配布予定）
※年間獲得ポイント数はポイント交換による獲得など対象外となるポイントがあります。

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

４ JR キューポアプリのご利用方法
① App Store・Google Play で「JR キューポアプリ」をダウンロードして下さい。
※3 月 3 日以降公開準備ができ次第各ストアに表示される予定です。
② JR キューポアプリを立ち上げ、JR 九州 Web 会員 ID・パスワードでログインをしてください。
※JR 九州 Web 会員に未登録の方は JR 九州 Web 会員に登録して下さい。（会員登録無料）
③ JR キューポアプリをご利用いただけます。
※JR 九州 Web 会員に登録済の方は既にたまっている JR キューポも使うことができます。
５ JR キューポアプリ加盟店（JR キューポアプリでポイントがたまる・使えるお店）
 JR 九州グループ 12 社・185 店舗（※は後日順次導入、カッコ数字はサービス開始時の数）
会社名
ブランド名
店舗数
九州旅客鉄道
JR 九州 旅行の窓口
11 店舗
JR 九州高速船
ビートル
1 店舗※
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
3 店舗
JR 九州ホテルズ
JR 九州ホテル
13 館
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
3 店舗
おおやま夢工房
奥日田温泉うめひびき
3 店舗※
JR 九州リテール
銘品蔵
13 店舗
JR 九州ドラッグイレブン
ドラッグイレブン
49 店舗
JR 九州フードサービス
うまや、華都飯店など
約 50 店舗※
JR 九州ファーストフーズ
シアトルズベストコーヒー
24 店舗
トランドール
トランドール
14 店舗
JR 九州リゾート開発
JR 内野カントリークラブ
1 店舗※
合計
185(130)店舗
※1 一部ポイント付与のみ(ポイント利用不可)の店舗があります。
※2 JR キューポアプリ加盟店の詳細はアプリ上でご確認いただけます。
６ JR キューポアプリ START！キャンペーン
（1） JR キューポ 1000 ポイントプレゼント！
・キャンペーン期間 2020 年 3 月 3 日～6 月 30 日
・キャンペーン内容 期間中に JR キューポアプリをダウンロードして JR 九州 Web 会員 ID で
ログインをしていただいた方から抽選で 1,000 名様に JR キューポ
1,000 ポイントをプレゼントします。
※プレゼントの JR キューポは JR 九州 Web 会員 ID に対して付与します。
※ポイントの付与は 2020 年 7 月下旬頃を予定しています。
（2） JR キューポ 100 ポイント付与クーポンプレゼント！
・キャンペーン期間 2020 年 3 月 3 日～配布終了まで
・キャンペーン内容 JR キューポアプリをダウンロードして JR 九州 Web 会員 ID でログイン
して頂いた先着 10 万名様に JR キューポ 100 ポイント付与クーポンを
プレゼントします。
※ポイント付与クーポンは JR キューポアプリ上にプレゼントするクーポンで JR キューポ
アプリ加盟店でのお支払い時にクーポンを提示して頂くと、翌日以降に通常の JR キュ
ーポに加えて、ポイント付与クーポン分の JR キューポ 100 ポイントがプレゼントされ
ます。
以上

