2021 年 １ 月 27 日

九州新幹線全線開業 10 周年特別企画
く

ま

し

九州旅客鉄道株式会社

か

「熊と鹿」
キャンペーンを実施します！！
九州新幹線（博多駅～鹿児島中央駅）が 2011 年３月 12 日の全線開業から 10 周年を迎えま
す。ＪＲ九州ではこれを記念し、熊本エリア、鹿児島エリアを対象とした観光キャンペーンを
開催します。
キャンペーン期間中は、様々な企画を行って参りますので、ぜひこの機会に九州新幹線を利用
し、熊本エリア、鹿児島エリアへの列車の旅をお楽しみください。
多くのお客さまのご利用をお待ちしております。

【ポイント】
・九州新幹線全線開業 10 周年を記念した熊本、鹿児島を対象とした観光キャンペーン
・熊本、鹿児島のおいしいご当地駅弁を集めた「九州新幹線 駅弁シリーズ 2021」を開催
・九州新幹線全線開業に合わせて運行を開始したＤ＆Ｓ列車「指宿のたまて箱」
「あそぼー
い！」
「Ａ列車で行こう」も 10 周年を迎えることに合わせ、記念ロゴの展開、車内イベ
ント等を実施
・3/13・14 博多駅イベントで、九州新幹線を活用した熊本・鹿児島フレッシュマルシェも
合わせて開催
１

期

間

2021 年２月 15 日（月）～2021 年９月 30 日（木）
※新型コロナウイルスの影響により、期間及びキャンペーン内容は
変更となる場合があります。
く ま

２

名

称

３

送客対象エリア

４

メインビジュアル

し か

熊と鹿キャンペーン
熊本県
： 熊本市内、阿蘇、天草
鹿児島県 ： 鹿児島市内、霧島、指宿、屋久島

車内掲示ポスター
駅掲示ポスター

５

キャンペーン特設ＷＥＢサイトについて
期間中の様々な取組み、パンフレット、特別きっぷ情報など、キャンペーンに関する最新情
報を随時更新していきます。
【公開日】
2021 年１月 27 日（水）
【ＵＲＬ】
https://www.jrkyushu.co.jp/train/kuma_to_shika/
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６

九州新幹線 駅弁シリーズ 2021
ご当地の味がぎゅっと詰まった九州の駅弁。今回は、熊本・鹿児島の選りすぐりの駅弁の
中から、お客さまの投票によって優勝、準優勝を決定します。個性的な駅弁を食べて、是非
投票にご参加ください。

（投票・販売期間）2021 年３月１日（月）～５月 31 日（月）
（投票方法）
①対象の駅弁を買う
②「投票シール」に記載されたＱＲコードにアクセス
③シリアルナンバーを入力して投票！
（結果発表）
投票結果については、2021 年６月頃にプレスリリース、特設ＷＥＢサイト等で発表予定
７

「指宿のたまて箱」「あそぼーい！」「Ａ列車で行こう」10 周年

九州新幹線全線開業に合わせて運行を開始したＤ＆Ｓ列車たちも「指宿のたまて箱」が３
月、「あそぼーい！」が６月、「Ａ列車で行こう」が 10 月に順次 10 周年を迎えます。これ
に合わせて、記念ロゴの展開、車内イベント等を実施致します。
（１）記念ロゴ

（２）車内イベント（指宿のたまて箱）
指宿のたまて箱 10 周年の感謝の気持ちを込めて、３月 13 日（土）から車内イベントを
開催します（全て無くなり次第終了となります）
。
① お客さまとご一緒に！「感謝ボード」を作ります。
期間中ご乗車のお客さまをチェキで撮影させていただき、その写真を使った感謝ボード
を作成します。感謝ボードは、期間限定で鹿児島中央駅と指宿駅に掲示します。
② オリジナル缶バッジ・メッセージカードをプレゼント！
ご乗車のお客さまに乗務員手作りの 10 周年記念オリジナル缶バッジとメッセージカード
をプレゼントします。缶バッジは３種類（絵柄は選べません）。
③“浦島太郎”が乗車！いぶたまプリンを販売します。
３月 13 日（土）
、14 日（日）の２日間限定で、
“浦島太郎”が乗車し、いぶたまプリンを
販売します。
④ 記念乗車証のスタンプが 10 周年記念ロゴに！
10 周年イヤーは記念乗車証のスタンプが 10 周年記念ロゴマークにリニューアルします！
※指宿のたまて箱以外の列車についても、詳細が決まり次第お知らせ致します。
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８ キャンペーン期間限定きっぷの発売
（１）指宿・霧島フリーきっぷ
指宿・霧島エリアの特急列車、普通・快速列車の普通車自由席に
３日間、乗り降り自由なきっぷを期間限定で発売します。
（発売期間） 2021 年２月１日（月）～2021 年９月 28 日（火）
（ご利用期間） 2021 年２月 19 日（金）～2021 年９月 30 日（木）
（おねだん） 大人 3,500 円／こども 1,750 円
（２）九州新幹線全線開業 10 周年記念きっぷ
九州新幹線全線開業 10 周年を記念し、九州新幹線の隣接する駅間の乗車券・新幹線自由席
特急券、全 11 区間をセットとし、数量限定（1,010 部）を郵送発売します。
（発売期間） 2021 年２月 10 日～なくなり次第終了
（設定期間） 2021 年３月 12 日～2021 年 10 月 10 日
（発売額）
12,000 円（きっぷ、台紙、郵送費込み）
※ 詳細は決定次第、改めてお知らせ致します。
９

デジタルスタンプラリー
期間中、パンフレットで紹介する店舗でのお食事や対象列車のご利用等でスタンプを集め
ると、集めたスタンプの数によって素敵なプレゼントが当たります。

（１）実施期間
2021 年２月 19 日（金）～９月 30 日（木）
（２）参加方法
ＪＲ九州アプリをダウンロードし、トップページに掲載のキャンペーンページからエン
トリーを行います。
（３）ポイント獲得方法
キャンペーンで紹介する店舗や「あそぼーい！」
「Ａ列車で行こう」
「指宿のたまて箱」車
内等に設置しているＱＲコードを読み込むことでスタンプが付与されます。
（４）スタンプシート
スタンプシートは、熊本県シート、鹿児島県シートの２種類。シート毎にスタンプを集め
ていただいた方から抽選で、熊本県・鹿児島県の特産品等が当たります。
（５）対象施設
パンフレット、特設ＷＥＢサイトにてお知らせ致します。
10 イベント関係
（１）3/13・14 博多駅イベント
博多駅前広場にて九州新幹線沿線の駅弁や
特産品、グルメを集めたイベント実施します。
（実施期間）2021 年３月 13 日（土）
・14 日（日）
各日 11 時～17 時
（実施場所）博多駅前大屋根下スペース
（内
容）
①「熊と鹿」グルメブース
熊本県、鹿児島県で話題のお店が博多駅に出張販売します。お持ち帰りに便利なテイク
アウトグルメをご準備しますので、ご自宅で地元グルメを楽しめます。
② 駅弁販売
３月１日からスタートする“九州新幹線 駅弁シリーズ 2021”に参加する駅弁を個数限定
で販売します。熊本、鹿児島各地の駅弁が新幹線で一同に集結！福岡で買えるのは“この
２日間”だけです。
③ 熊本・鹿児島 フレッシュマルシェ
九州新幹線を活用して、熊本・鹿児島から当日朝採れの新鮮なお野菜や鮮魚をはじめ、地
域限定の特産品、名物を直送、販売します。新幹線だからこそ実現できる“鮮度抜群”の
商品の数々を取り揃えます。
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④ その他
熊本・鹿児島の観光スポットを紹介するブースや会場内の商品をご購入いただいたお
客さまを対象に抽選会も実施予定です。
※イベントの詳細は決定次第、あらためてお知らせ致します。

（２）駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング
「駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング春編」において、九州新幹線全線開業 10 周年記念
のスペシャルコースをご準備しました。対象コースにご参加いただくとウォーキングポイン
トをさらに１ポイント進呈します。
※詳細は決定次第、改めてお知らせ致します。
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大福（だいふく）キャンペーン
「熊と鹿キャンペーン」と連動し、熊本・鹿児島を発地として
熊本・
“福”岡・広島・“大”阪へ送客を行う「大福（だいふく）
キャンペーン」を同時開催します。
本キャンペーンに合わせ、各エリアの「食」と「観光」情報に加え、
ＪＲ利用特典を盛りだくさんに掲載したパンフレットを発行し、熊本
県、宮崎県、鹿児島県内の駅にて配布致します。
また、熊本駅・鹿児島中央駅を出発駅とした山陽・九州新幹線相互直通
10 周年を記念したお得なきっぷも発売中ですので是非ご利用ください。

（１）大福キャンペーンについて
【期間】
９月 30 日（木）まで
【送客対象エリア】熊本、福岡、広島・岡山、関西エリア

駅掲示ポスター

（２）お得なきっぷ ～山陽・九州新幹線相互直通 10 周年～「記念スーパー早特２１」
（設定期間） 2021 年２月 12 日（金）～2021 年４月 25 日（日）
※詳細は、1/8 付プレスリリースをご覧下さい。
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宣伝展開等について
「熊と鹿キャンペーン」を告知するポスターの掲出や、九州新幹線の歴史紹介、駅弁、熊
本や鹿児島のおいしいグルメを紹介するパンフレットの設置を行います。
① ポスター
・設置期間 2021 年２月 19 日（金）以降順次
・設置箇所 ＪＲ九州の主な駅
② パンフレット
・配布期間 2021 年２月 19 日（金）以降順次
・設置箇所 ＪＲ九州の主な駅

車内掲示ポスター

駅掲示ポスター

13 協賛
熊本県、鹿児島県、鹿児島市、（公財）鹿児島観光コンベンション協会
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