
●JR九州グループ株主優待券　利用対象施設一覧（2022年５月末日現在）

※利用対象施設は変更する場合がございます。

※利用対象施設のうち一部利用対象外店舗がございます。

○駅ビル
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

アミュプラザ博多/
シティダイニングくうてん

092-431-8484

アミュエスト/博多デイトス/
デイトスアネックス等

092-451-2561

（株）JR小倉シティ
アミュプラザ小倉/

小倉宿 駅から三十歩横丁
093-512-1281

アミュプラザ長崎

長崎街道かもめ市場

(株)JR熊本シティ アミュプラザくまもと 096ｰ206-2800
(株)JR大分シティ アミュプラザおおいた 097-513-1220

(株)JR鹿児島シティ
アミュプラザ鹿児島/
さつまち鹿児島中央駅

099-812-7700

(株)JR宮崎シティ アミュプラザみやざき 0985-44-5111

○レジャー
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

JR九州リゾート(株) JR内野カントリークラブ 0948-72-3223

○交通
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

JR九州高速船(株) QUEEN BEETLE（クイーンビートル） 092-281-2315

○グルメ
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

焼肉ヌルボン那珂川店 092-952-1219

焼肉ヌルボン庵 092-512-9129

焼肉ヌルボン大名kitchen 092-718-8515

焼肉ヌルボンガーデン空港南 092-513-4129

焼肉ヌルボンガーデン長住 092-554-8729

焼肉ヌルボンガーデン福重 092-882-2977

焼肉ヌルボンガーデン新宮 092-941-7885

焼肉ヌルボンガーデン春日 092-589-8129

焼肉ヌルボンガーデン糸島南風台 092-330-8802

焼肉ヌルボンガーデン唐津和多田 0955-75-0029

（株）JR博多シティ

(株)JR長崎シティ 095-808-2001

（株）ヌルボン

tel:092-431-8484
tel:092-451-2561
https://www.amuplaza.jp/
tel:093-512-1281
https://www.jrkumamotocity.com/amu
tel:096ｰ206-2800
https://www.jroitacity.jp/amu/
tel:097-513-1220
https://amu.jrkagoshimacity.com/
tel:099-812-7700
https://www.amu-miyazaki.com/
tel:0985-44-5111
https://www.jruchino.cc/
tel:0948-72-3223
https://www.jrbeetle.com/queen-beetle/buy/
tel:092-281-2315
tel:092-952-1219
tel:092-512-9129
tel:092-718-8515
tel:092-513-4129
tel:092-554-8729
tel:092-882-2977
tel:092-941-7885
tel:092-589-8129
tel:092-330-8802
tel:0955-75-0029
https://www.jrhakatacity.com/
https://amu-n.co.jp/
tel:095-808-2001
https://www.nurubon.co.jp/tenpo/


○グルメ
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

焼肉ヌルボンガーデン荒尾 0968-65-5333

焼肉ヌルボンガーデン宗像 0940-37-1129

ステーキガーデン風の邱 092-330-8800

だんらん居酒家HANA美野島 092-433-1136

居酒家ダイニングHANA那珂川 092-951-5656

八百屋の九ちゃん 千早店 092-681-1809

八百屋の九ちゃん 吉塚店 092-633-6809

八百屋の九ちゃん 六本松店 092-791-2089

八百屋の九ちゃん
マークイズ福岡ももち店

092-836-8639

八百屋の九ちゃん 姪浜店 092-407-5020

トランドール博多駅店 092-471-9482

トランドール千早駅店 092-674-1112

トランドール南福岡駅店 092-573-9055

トランドール吉塚駅店 092-631-7611

トランドール大橋駅前店 092-561-9683

トランドール行橋駅店 0930-23-1020

トランドール直方駅店 0949-25-1461

トランドール長崎駅店 095-801-1108

トランドールアミュプラザ長崎駅店 095-808-1120

トランドール宮崎駅店 0985-27-5384

トランドール佐賀駅店 0952-23-9731

トランドール鳥栖駅店 0942-82-4888

トランドール熊本駅店 096-359-0232

トランドール大分駅店 097-513-8088

トランドールプチ西小倉駅店 093-562-7511

グレンドールゆめシティ店 083-251-2055

グレンドールゆめタウン筑紫野店 092-919-6626

グレンドールプラス六本松４２１店 092-791-4088

グレンドールイオンスタイル笹丘店 092-753-7025

グレンドールゆめタウン大牟田店 0944-53-2278

グレンドールアミュプラザ鹿児島店 099-230-0200

グレンドールゆめタウン佐賀店 0952-36-8311

グレンドールフレスポ鳥栖店 0942-50-5016

グレンドールゆめマート大江店 096-211-4005

グレンドールゆめタウン光の森店 096-233-1185
まばゆいオーラ老司店 092-710-1034
まばゆいオーラ長住店 092-403-0204

海中レストラン　海中魚処萬坊 0955-82-5333
萬坊　呼子朝市通り店 0955-82-3008
えきマチ1丁目唐津駅店 0955-75-1088
えきマチ1丁目佐賀駅店 0952-27-0300

JR九州ファーム（株）

(株)萬坊

（株）ヌルボン

（株）トランドール

tel:0968-65-5333
tel:0940-37-1129
tel:092-330-8800
tel:092-433-1136
tel:092-951-5656
tel:092-681-1809
tel:092-633-6809
tel:092-791-2089
tel:092-836-8639
tel:092-407-5020
tel:092-471-9482
tel:092-674-1112
tel:092-573-9055
tel:092-631-7611
tel:092-561-9683
tel:0930-23-1020
tel:0949-25-1461
tel:095-801-1108
tel:095-808-1120
tel:0985-27-5384
tel:0952-23-9731
tel:0942-82-4888
tel:096-359-0232
tel:097-513-8088
tel:093-562-7511
tel:083-251-2055
tel:092-919-6626
tel:092-791-4088
tel:092-753-7025
tel:0944-53-2278
tel:099-230-0200
tel:0952-36-8311
tel:0942-50-5016
tel:096-211-4005
tel:096-233-1185
tel:092-710-1034
tel:092-403-0204
tel:0955-82-5333
tel:0955-82-3008
tel:0955-75-1088
tel:0952-27-0300
https://www.manbou.co.jp/
https://www.nurubon.co.jp/tenpo/


○グルメ
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

赤坂うまや博多 092-434-4160

うまや ＪＲ博多シティ店 092-415-1150
うまや キャナルシティ店 092-263-2340

うまや イオンモール筑紫野店 092-401-1245

うまや ゆめタウン博多店 092-632-1185
うまや 長崎店 095-808-1512

うまや 鹿児島店 099-206-2662
とり名人 うまやの粋 097-574-5405

うまや ＪＲ宮崎シティ店 0985-82-7776

うまや アミュプラザくまもと店 096-202-7710

うまや 福岡新宮店 092-692-2922
うまや ららぽーと福岡店 092-586-8778

うまや THE OUTLETS KITAKYUSHU店 093-647-0554

赤坂うまや 03-6229-1661
外苑うまや 信濃町 03-5771-6331
赤坂うまや 新宿 03-6276-0471
北千住うまや 03-4376-5905

有楽町うまやの楽屋 03-6259-8622
天神華都飯店 092-716-7760
博多華都飯店 092-415-1176
馬小菜華都⁺ 096-202-1010
たんやHAKATA 092-415-1114

たんやHAKATA 福岡パルコ店 092-791-2677

博多たんや 虎ノ門店 03-6206-1410
たんや 宮崎店 0985-77-5959
たんや 長崎店 095-822-0555
驛亭さつま 099-812-6711

うどん居酒屋 粋 092-409-3212

うどん居酒屋 粋 六本松店 092-707-2017

うちのたまご直売所 092-432-3562

赤坂うまや うちのたまご直売所
（羽田空港店）

03-5756-7766

うちのたまご 阪急三番街店 06-6131-5006

うちのたまごテラス
ガーデンズ千早店

092-410-1570

Ａ＆Ｋビア＆フードステーション 092-415-1190

豊後茶屋 別府駅店 0977-25-1800
豊後茶屋 大分駅店 097-513-7080

火の国茶屋 096-321-6530

JR九州フードサービス
（株）

tel:092-434-4160
tel:092-415-1150
tel:092-263-2340
tel:092-401-1245
tel:092-632-1185
tel:095-808-1512
tel:099-206-2662
tel:097-574-5405
tel:0985-82-7776
tel:096-202-7710
tel:092-692-2922
tel:092-586-8778
tel:093-647-0554
tel:03-6229-1661
tel:03-5771-6331
tel:03-6276-0471
tel:03-4376-5905
tel:03-6259-8622
tel:092-716-7760
tel:092-415-1176
tel:096-202-1010
tel:092-415-1114
tel:092-791-2677
tel:03-6206-1410
tel:0985-77-5959
tel:095-822-0555
tel:099-812-6711
tel:092-409-3212
tel:092-707-2017
tel:092-432-3562
tel:03-5756-7766
tel:06-6131-5006
tel:092-410-1570
tel:092-415-1190
tel:0977-25-1800
tel:097-513-7080
tel:096-321-6530
https://www.jrfs.co.jp/store/
https://www.jrfs.co.jp/store/


○宿泊
会社名 利用対象施設 お問い合わせ

奥日田温泉 うめひびき 0973-52-3700

道の駅 水辺の郷おおやま 0973-52-3630

水辺の郷おおやま 香椎店 092-663-0266

梅酒蔵 おおやま 0973-52-3004

JR九州ステーションホテル
小倉(株)

JR九州ステーションホテル小倉 093-541-7111

THE BLOSSOM KYOTO
(2022年８月26日（金）開業予定）

075-754-8735

THE BLOSSOM HIBIYA 03-3591-8702

THE BLOSSOM HAKATA Premier 092-431-8702

THE BLOSSOM KUMAMOTO 096-327-8763

JR九州ホテル ブラッサム新宿 03-5333-8687

JR九州ホテル ブラッサム博多中央 092-477-8739

JR九州ホテル ブラッサム福岡 092-413-8787

JR九州ホテル ブラッサム大分 097-578-8719

JR九州ホテル ブラッサム那覇 098-861-8700

JR九州ホテル 小倉（休館中） -

JR九州ホテル 長崎 095-832-8000

JR九州ホテル 宮崎 0985-29-8000

JR九州ホテル 鹿児島 099-213-8000

JRホテル 屋久島 0997-47-2011

別府温泉 -竹と椿のお宿- 花べっぷ 0977-22-0049

JR九州ハウステンボス
ホテル(株)

ホテルオークラJRハウステンボス 0956-58-7111

【株主優待制度に関するお問い合わせ】

九州旅客鉄道株式会社　総務部総務課

TEL：092-474-2547

受付時間　11：00～15：00（年末年始、祝日を除く月曜日・水曜日・金曜日）

JR九州ホテルズ(株)

(株)おおやま夢工房

tel:0973-52-3700
tel:0973-52-3630
tel:092-663-0266
tel:0973-52-3004
https://www.station-hotel.com/
https://www.station-hotel.com/
tel:093-541-7111
tel:075-754-8735
tel:03-3591-8702
tel:092-431-8702
tel:096-327-8763
tel:03-5333-8687
tel:092-477-8739
tel:092-413-8787
tel:097-578-8719
tel:098-861-8700
tel:095-832-8000
tel:0985-29-8000
tel:099-213-8000
tel:0997-47-2011
tel:0977-22-0049
https://www.jrhtb.hotelokura.co.jp/
https://www.jrhtb.hotelokura.co.jp/
tel:0956-58-7111
tel:092-474-2547
https://www.umehibiki.jp/

