
J R九州

株主優待券の
ご案内

J R九州の株主優待制度

鉄道株主優待券

ＪＲ九州高速船  株主優待割引券

100株～500株未満

500株～1,000株未満

1,000株～10,000株未満

10,000株～20,000株未満

20,000株以上

100株ごとに1枚

10枚+1,000株超過分
200株ごとに1枚

55枚+10,000株超過分
300株ごとに1枚
100枚

一律1枚一律5枚（500円券×5枚）

●毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対して、所有株式数に応じて以下の通り発行いたします。

発行基準

JR九州高速船
株主優待割引券JR九州グループ株主優待券

所有株式数 長期保有
株主優待

1枚追加

2枚追加 4枚追加

長期保有
株主優待

2枚追加

鉄道株主優待券

●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、「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。
●毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された、当社株式を5単元（500株）以上所有し、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を対象といたします。
2022年3月31日時点での所有株式数が500株以上であれば、直前3年間の保有株式数が500株未満であっても長期保有株主優待の対象となります。

長期保有株主優待制度

所有株式数

通常優待

長期保有
株主優待

100株

2019.03末

100株

2019.09末

100株

2020.03末

100株

2020.09末

100株

2021.03末

100株

2021.09末

500株

2022.03末

500株

2022.09末

500株

2023.03末

例）

※

※

買い増し

「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回以上記載また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、2022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、対象から外れることがござ
います。

ご 優 待 内 容

5割引運賃・料金を

1枚につき、お一人さま片道の

ご利用方法

●券面に乗車日及び乗車区間をご記入の上、ご乗車前にJR九州の駅係員
にご提示し、きっぷをお買い求めください。
※列車内、駅の精算所、係員のいない駅及びJR九州以外の駅での取扱いはいたし
ません。

割引対象

●購入できるきっぷ（JR九州の営業路線完結のきっぷに限ります）。
片道乗車券
特急券、グリーン券（個室を除く）及び指定席券

●2022年9月23日に開業いたします西九州新幹線（武雄温泉～長
崎間）にも鉄道株主優待券をご利用いただけます。

鹿児島中央
九州新幹線

割引対象の区間 割引対象外の区間

山陽新幹線
博多 新大阪

※JR九州の営業路線は、九州新幹線（博多～鹿児島中央間）及び九州内の在来線（下
関駅までを含み、博多南線を除く）です。

　山陽新幹線（小倉～博多間）はJR九州の営業路線ではないため、JR九州の鉄道株
主優券を利用することはできません。

JR九州の営業路線とＪＲ他社路線とをまたがってご乗車になる場合は、割引対
象である九州新幹線（鹿児島中央～博多間）と、割引対象外である山陽新幹線
（博多～新大阪間）とを、区間を区切って発売いたします。

例）「鹿児島中央～新大阪」をご利用の場合

●鉄道株主優待券１枚で、お一人さま片道行程の運賃または料金のいずれか、
もしくは運賃及び料金双方の割引に利用できます。

●定期券、回数券、SUGOCA（SUGOCA定期券を含む）、割引きっぷ（九州ネッ
トきっぷ、2枚きっぷ等）、指定料金券、グリーン料金券等の購入に利用する
ことはできません。

●片道行程の範囲であれば、鉄道株主優待券1枚で複数列車の料金を割引しま
す。
例）「博多～指宿」をご乗車になる場合、博多～鹿児島中央を九州新幹線、鹿児島中
央～指宿を在来線と、２つの列車を乗り継ぎますが、片道行程のため、必要な
鉄道株主優待券は１枚です。

●他の割引（学生割引、団体割引、身体障害者割引等）との重複適用はできま
せん。

有効期間

●2022年6月1日～2023年6月30日の期間です。
●上記期間内であれば、お盆や年末年始等を含めていつでもご利用いただけま
す。

●上記期間は、鉄道株主優待券を利用してきっぷを購入できる期間です。
例）2023年6月30日に、2023年7月30日から5日間有効の乗車券を購入した場合、こ
の乗車券は2023年8月3日まで有効です。

その他

●通常のきっぷと同様に乗車変更や払いもどしはできますが、鉄道株主優待券
の返還はいたしません。

●本券の盗難、紛失または滅失等に関して当社はその責を負いません。
●旅行商品として発売している「ななつ星in九州」や「或る列車」には鉄道株主
優待券を利用することはできません。

●「36ぷらす3」のグリーン席プランは鉄道株主優待券をご利用いただけます。
ただし、お食事付きの「ランチプラン・ディナープラン」（グリーン席利用含
む）は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●2022年3月12日より各駅の営業体制を見直しておりますので、
ご利用の際は事前にJR九州ホームページにて、
ご利用になる駅のきっぷの販売窓口営業時間等を
ご確認ください。

ご 優 待 内 容

10,000円1名さま往復

QUEEN BEETLE（クイーンビートル）
①または②のいずれかをご利用いただけます。

①国際航路（福岡～釜山）が運航する場合

5割引1名さま運賃

②国内航路（福岡湾遊覧コース・サンセット
　コースに限る）が運航する場合

●新型コロナウイルスの影響により、クイーンビートル（福岡～釡山航路）の就
航日は、2022年3月31日時点では未定です。決定次第、JR九州高速船㈱HP
にてお知らせいたします。

●2020年及び2021年に発送いたしました2020年3月31日及び2021年3月31日を
基準日とする「JR九州高速船 株主優待割引券」の有効期限を2023年6月30日
まで延長しております。

※往路または復路のいずれかが該当する場合は、ご利用いただけません。

2022年
2023年 

12月29日～31日
1月1日～3日、4月29日～5月7日

ご利用除外日

ご利用方法
［国際航路］

●本券1枚につき1名さまに限り、福岡～釡山間を運航するクイーンビートルのス
タンダードクラスを往復運賃10，000円でご利用いただけます。

●往路が福岡発の場合に限ります。また、片道のみのご利用はできません。
●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。

［国内航路］
●本券1枚につき1名さまに限り、福岡湾遊覧コース又はサンセットコースを運航
するクイーンビートルのスタンダードクラスの運賃を5割引でご利用いただけま
す。

［その他］
●ビジネスクラスをご利用の場合は、ビジネスクラスの追加料金を博多港国際
ターミナル1階ビートルカウンターにてお支払いください。

●ご予約の際に、「株主優待割引券」ご利用の旨をお伝えください。

有効期間
●2022年６月１日～2023年6月30日の期間です。
●有効期間内に往復のご利用をお済ませください。

JR九州ホームページ（駅情報）▶
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/station/index.html　

JR九州高速船ホームページ▶
　https://www.jrbeetle.com　



ＪＲ九州グループ株主優待券

ご 優 待 内 容

500円1枚につき

JR九州グループの各利用対象施設で
現金同様にご利用可能

●各利用対象施設で、現金同様にご利用いただけます。
ご利用方法

●お会計時に、係員に「JR九州グループ株主優待券」をご提示くだ
さい。

※利用対象施設に関する情報は変更となる場合がございます。
※インターネット等の旅行サイトを通じてご宿泊をお申し込みいただいた場合にも
ご利用いただけますが、クレジットカード等での事前決済時にはご利用いただ
けません。

有効期間

●2022年6月1日～2023年6月30日の期間です。
●上記期間内であれば、お盆や年末年始等を含めていつでもご利用いただけます。

その他

●お一人さま1回のお会計につき、最大9枚までご利用いただけます。
●現地での決済時のみご利用いただけます。クレジットカード等での事前決済
時にはご利用いただけません。

●額面未満のお会計の場合、お釣りの返金はいたしかねます。
●現金とのお引き換えはいたしかねます。また、本券の盗難、紛失または滅失等
に関して、当社はその責を負いません。

●宿泊施設ではフロント精算時のみご利用いただけます。

グルメ

トランドール／グレンドール／まばゆいオーラ

「トランドール」「グレンドール」では、サ
クッとした食感のデニッシュペストリー、
穀物やフルーツを使用したバラエティ
ブレッドなど様々な焼きたてパンをお楽
しみいただけます。話題の高級食パン
専門店「まばゆいオーラ」のパンもぜひ
ご賞味ください。

株式会社トランドール

八百屋の九ちゃん

九州で生産された新鮮な野菜や果物、
自社農場の商品などを中心に販売して
います。それぞれの季節におススメの
旬な食べ物や、スポットでのお買い得な
商品もご用意しております。

JR九州ファーム株式会社

焼肉ヌルボングループ

福岡市近郊を中心にこだわりの九州産黒毛和牛を提供している焼肉ヌルボン
グループ。極上のお肉と本場の食材にこだわった韓国料理を提供する焼肉
ヌルボン。焼肉食べ放題の焼肉ヌルボンガーデン。他にも団らん居酒屋HANA、
糸島の絶景とともに極旨肉を提供しているステーキガーデン風の邱。皆さまの
お越しを心よりお待ち申し上げております。

株式会社ヌルボン

萬　坊

萬坊は1983年に日本初の海中レストラ
ンを開店し、「いかしゅうまい」はその看
板メニューとして誕生しました。ふんわり
とした食感の中にプリっと弾む、いかの
上品な甘みが、幅広い世代のお客さま
に喜ばれ、見た目も愛らしい一品です。

株式会社萬坊

う ま や

驛と書いて「うまや」
昔も今もあたたかいおもてなしで旅人
の疲れを癒すなごみの空間です。九州
だけでなく東京にも店舗がございます。
九州の食材にこだわった料理をぜひお
楽しみください。

JR九州フードサービス株式会社

NEW!

アミュプラザ博多／アミュエスト／
博多デイトス／デイトスアネックス等

「東急ハンズ」や日本最大
級のレストランゾーン「シ
ティダイニングくうてん」
など個性的な約400店舗
の専門店で構成された九
州最大級のショッピング
センター。

株式会社ＪＲ博多シティ

アミュプラザ小倉

ファッション・雑貨を中心
に、書店・レストラン・居酒
屋・土産などを集積した
小倉駅直結のショッピン
グセンター。

株式会社ＪＲ小倉シティ

THE BLOSSOM HIBIYA

JR新橋駅から徒歩5分とアクセス抜群で
観光・ビジネスの拠点に最適。銀座エリ
アも徒歩圏内です。客室は全室19階以
上。高層階からの都心部の景色をご堪
能いただけます。

JR九州ホテルズ株式会社

ホテルオークラJRハウステンボス

大村湾を眼前に望む当ホテルは、幅広
いニーズにお応えするゲストルームに
加え、和・洋・中の本格レストラン、天然
温泉などをご用意し、皆さまのお越しを
お待ち申し上げております。

JR九州ハウステンボスホテル株式会社

奥日田温泉 うめひびき

天領日田の奥座敷にある『奥日田温泉 
うめひびき』雄大な響渓谷に囲まれ、九
州屈指の梅の郷にある温泉旅館です。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げて
おります。
※優待券は、ご到着の際にフロント係員
にお渡しください。

株式会社おおやま夢工房

JR九州ステーションホテル小倉

利用対象施設の詳細はこちら

新幹線、在来線などが集中する小倉駅
に直結しており、お客さま一人ひとりに
最適なプランをご提案いたします。
※宿泊、宴会、レストラン（鉄板・串焼き 
八くら、日本料理 祇園）でご利用いた
だけます。

JR九州ステーションホテル小倉株式会社

宿 泊

九州の食材を使用

ＪＲ内野カントリークラブ

丘陵の美しい起伏を生かしながらも、あ
くまでフラットデザインされた各ホール。
このコースは各人の技量に応じて攻略
法が組み立てられる、ゴルフ本来の楽し
さに満ちています。

ＪＲ九州リゾート開発株式会社

レジャー

ショッピング 駅ビル

QUEEN BEETLE（クイーンビートル）

高速船から客船に！客船「QUEEN 
BEETLE」が誕生しました。赤く美しい船
体に、古今東西の様式を組み合わせた
オンリーワンの客船。豊かな空間の中
で、豊かな時間をお過ごしください。

JR九州高速船株式会社

交 通

※QUEEN BEETLE船内販売商品（飲み物、軽食、免税品、オリジナルグッズなど）の
　ご購入にのみご利用いただけます（運賃のお支払いにはご利用いただけません）。

アミュプラザ長崎／長崎街道かもめ市場

アミュプラザ長崎は、約
150のショップが出店。ま
た、2022年3月に、お土
産・ご当地グルメ・横丁な
ど、全54店舗が揃う「長崎
街道かもめ市場」が長崎
駅改札前にオープン！

株式会社ＪＲ長崎シティ

高さ10ｍの滝を有する立
体庭園がシンボルのア
ミュプラザくまもとは
ファッション・グルメ・シネ
マなど、約260のテナント
が集まった熊本の新たな
ランドマークです。

株式会社ＪＲ熊本シティ

アミュプラザおおいたアミュプラザくまもと

ファッションから雑貨、食
品、飲食、エンターテイン
メントに加え、自然豊かな
「シティ屋上ひろば」や
「シティスパてんくう」など
バラエティに富んだ都市
型商業施設です。

株式会社ＪＲ大分シティ

アミュプラザ鹿児島／さつまち鹿児島中央駅

南九州の玄関口にあるアミュ
プラザ鹿児島は、様々な場面
で楽しめる複合商業施設で
す。鹿児島中央駅改札口前の
さつまち鹿児島中央駅には、
鹿児島土産が豊富に揃い、お
食事もお楽しみいただけます。

株式会社ＪＲ鹿児島シティ

「うみ館」「やま館」「ひむ
か きらめき市場」の３館で
構成され、うみ館屋上デッ
キの「アミュそら」からは、
宮崎の自然の海・山・川、
街並みが一望できます。

株式会社ＪＲ宮崎シティ

アミュプラザみやざき

インフォメーションカウンター／西館3階 インフォメーションカウンター／1階インフォメーションカウンター／アミュプラザ博多3階

インフォメーションカウンター／1階 インフォメーションカウンター／アミュプラザ鹿児島本館１階インフォメーションカウンター／1階

インフォメーションカウンター／うみ館1階

利用対象施設についてはJR九州のホームページより詳細をご確認ください。

JR九州ホームページ▶
https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/stock/shareholder/　

※駅ビルでのご利用の際はショッピングチケットへの交換が必要です。
※ショッピングチケットへの交換後の有効期限は交換日から3カ月後の月末日まで
となります。

例）2023年6月30日に交換された場合、ショッピングチケットの有効期限は2023年9月30日までとなります。

●インフォメーションカウンターの営業時間は10：00～20：00です。
※時間は変更となる場合がございます。

　【主な利用対象施設のご紹介】


