
ＪＲ九州旅行券をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

ご利用に際しましては、旅行券裏面の記載事項の他、次の項目をご確認いただきご利用ください。

◎ＪＲ九州の主な駅、旅行の窓口、法人旅行センターで取り扱っている次の商品にご利用いただけます。

○ＪＲ券、航空券、乗車券、バス・レンタカーなどの乗車券類

○パッケージ旅行商品

○お客さまのご希望に応じた手配旅行（団体旅行・社員旅行等）

○旅館・ホテルなどの宿泊券

※航空券や宿泊券、乗船券、旅行商品など、駅では取り扱いをしていない商品もございます。

◎ＪＲ九州旅行券ではご購入いただけない商品

○ＩＣカード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ（スゴカ）」「ＳＵＧＯＣＡ定期券、ＳＵＧＯＣＡエクセルパス」

○定期券（エクセルパス、新幹線エクセルパスを含む）

※平成18年3月31日までにＪＲ九州旅行積立プラン（ジョイプラン）をご契約されたお客さまは、

　 旅行券のタイプが異なりますので「定期券」のご購入が可能です。

○「ＪＲ九州ジパング倶楽部」会費

○旅行用品、書籍等の物品、旅行傷害保険

◎ＪＲ九州旅行券をご利用の際は次のことにご注意ください。

○現金とのお引換はいたしません。

○クレジットカードとの併用はできない場合がございます。

○旅行券でお支払いいただいた際、おつりは現金でお返しいたします。

○列車内・精算窓口及び一部の駅でのご利用はできません。

○紛失・盗難等の責任は弊社では負いかねますのでご了承ください。

◎その他、ご不明な点につきましては、ＪＲ九州旅行券の取り扱いをしているＪＲ九州の駅、旅行の窓口、

　 法人旅行センターへお尋ねください。
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★博多駅 南小倉駅 柚須駅
新鳥栖駅 城野駅 原町駅
★久留米駅 安部山公園駅 長者原駅
筑後船小屋駅 下曽根駅 門松駅
新大牟田駅 朽網駅 篠栗駅
新玉名駅 苅田駅 筑前大分駅
★熊本駅 小波瀬西工大前駅 桂川駅
新八代駅 行橋駅 新飯塚駅
新水俣駅 南行橋駅 飯塚駅
出水駅 新田原駅 小竹駅
川内駅 築城駅 直方駅

★鹿児島中央駅 椎田駅 久留米高校前
門司港駅 宇島駅 南久留米駅
小森江駅 中津駅 久留米大学前駅
門司駅 柳ヶ浦駅 筑後吉井駅
★小倉駅 宇佐駅 日田駅
西小倉駅 杵築駅 天ケ瀬駅
九州工大前駅 大神駅 豊後森駅
戸畑駅 暘谷駅 由布院駅
枝光駅 亀川駅 向之原駅

スペースワールド駅 別府大学駅 南大分駅
八幡駅 別府駅 下山門駅
★黒崎駅 東別府駅 今宿駅
陣原駅 西大分駅 九大学研都市駅
折尾駅 ★大分駅 周船寺駅
水巻駅 高城駅 波多江駅
遠賀川駅 鶴崎駅 筑前前原駅
海老津駅 大在駅 美咲が丘駅
教育大前駅 坂ノ市駅 筑前深江駅
赤間駅 臼杵駅 浜崎駅
東郷駅 津久見駅 東唐津駅
東福間駅 佐伯駅 伊万里駅
福間駅 延岡駅 小城駅
千鳥駅 南延岡駅 多久駅
古賀駅 日向市駅 唐津駅
ししぶ駅 高鍋駅 西唐津駅
新宮中央駅 佐土原駅 志井公園駅
福工大前 日向住吉駅 田川伊田駅
九産大前駅 ★宮崎駅 田川後藤寺駅
香椎駅 南宮崎駅 平成駅
千早駅 都城駅 南熊本駅
箱崎駅 西都城駅 新水前寺駅
吉塚駅 霧島神宮駅 水前寺駅
竹下駅 国分駅 東海学園前駅
笹原駅 隼人駅 竜田口駅
南福岡駅 加治木駅 武蔵塚駅
春日駅 帖佐駅 光の森駅
大野城駅 姶良駅 三里木駅
水城駅 中原駅 肥後大津駅

都府楼南駅 吉野ケ里公園駅 阿蘇駅
二日市駅 神埼駅 宮地駅
天拝山駅 ★佐賀駅 豊後竹田駅
原田駅 鍋島駅 三重町駅

けやき台駅 牛津駅 中判田駅
基山駅 肥前山口駅 大分大学前駅

弥生が丘駅 肥前鹿島駅 敷戸駅
鳥栖駅 多良駅 人吉駅
荒木駅 諌早駅 吉松駅
羽犬塚駅 西諌早駅 三角線 三角駅
瀬高駅 喜々津駅 吉都線 小林駅
吉野駅 浦上駅 郡元駅
銀水駅 ★長崎駅 南鹿児島駅
大牟田駅 長与駅 宇宿駅
荒尾駅 高田駅 谷山駅
長洲駅 道ノ尾駅 慈眼寺駅
玉名駅 武雄温泉駅 坂之上駅

崇城大学前駅 有田駅 平川駅
上熊本駅 早岐駅 喜入駅
川尻駅 ★佐世保駅 指宿駅
宇土駅 ハウステンボス駅 日南線 飫肥駅
松橋駅 川棚駅 宮崎空港線 宮崎空港駅
小川駅 彼杵駅 － 法人旅行センター
有佐駅 竹松駅
八代駅 大村駅
串木野駅
伊集院駅
上伊集院駅
鹿児島駅

★の駅は「旅行の窓口」がある駅です。
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「ＪＲ九州旅行券」取扱箇所」
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