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＜平成 29 年 4 月 7 日＞

～九州からありがとう こんどは九州があなたを元気にします！～

★福岡と鹿児島・宮崎・延岡を結ぶ高速バスが片道 3,900 円でご利用いただけます★
● 西日本鉄道㈱および各共同運行バス事業者では、平成 29 年 5 月 8 日（月）から 7 月 31 日（月）の間、高
速バス福岡～鹿児島線、福岡～宮崎線、福岡～延岡線においてＷＥＢ予約からＷＥＢクレジット決済または
コンビニエンスストアで決済いただいたお客さま限定で、運賃が 3,900 円になるキャンペーンを実施いたしま
す。
● 回数券や往復乗車券より購入しやすい片道 3,900 円の運賃プランを設けることで、観光や帰省、ショッピ
ングなどで高速バスをご利用いただき、福岡、鹿児島、宮崎、延岡の各地の活性化につなげたいと考えて
おります。
● また、当キャンペーンをご利用いただいたお客さまの中から抽選で、熊本県産米「森のくまさん：5 ㎏：2017 年
度新米」を 200 名の方にプレゼントさせていただきます。熊本のおいしいお米をお召し上がりいただき、熊本を
応援できればと考えております。
● 当キャンペーンは九州観光推進機構が取り組む「九州からありがとうキャンペーン」の一つの取り組みとして実
施させていただきます。
■ 九州高速バス３９（サンキュー）キャンペーンについて
【実施期間】

平成 29 年 5 月 8 日（月）～7 月 31 日（月）

【対象路線】

福岡～鹿児島線（桜島号）
福岡～宮崎線（フェニックス号）
福岡～延岡線（ごかせ号）
※各路線の夜行バスは対象外とさせていただきます

【運

3,900 円（片道運賃が 3,900 円以下の区間は現行どおり）
※障がい者、小児、往復の各割引運賃の設定はございません

賃】

◎主な区間運賃 （ ）内は通常運賃、【
・福岡～鹿児島線（桜島号）
バス停名
西鉄天神高速バスターミナル
博多バスターミナル

】は割引額、割引率

高速伊敷
鹿児島中央駅
天文館
鹿児島本港
3,900 円（4,890 円） 3,900 円（5,450 円）
鹿児島空港南
鹿児島空港
高速帖佐

【990 円、20.2％割引】

【1,550 円、28.4％割引】

・福岡～宮崎線（フェニックス号）

バス停名

都城北
宮交シティ
小林インター
橘通一丁目
カリーノ宮崎前
宮崎駅前
3,900 円（4,320 円） 3,900 円（4,630 円）

西鉄天神高速バスターミナル
【420 円、9.7％割引】
【730 円、15.8％割引】
博多バスターミナル
※一部の便で設定しております「席割」、「超席割」の運賃は価格を変更して設定い
たします。

・福岡～延岡線（ごかせ号）
バス停名
西鉄天神高速バスターミナル
博多バスターミナル

高千穂
延岡駅前
バスセンター
バスセンター
3,900 円（4,020 円） 3,900 円（4,970 円）
【120 円、3.0％割引】

【1,070 円、21.5％割引】

【販売方法】

（１）予約について
・ＷＥＢ予約限定。「ハイウェイバスドットコム」または「＠でバスサイト」から予約
（２）決済について
・乗車日３日前までの決済
・ＷＥＢクレジット決済またはコンビニエンスストアでの決済限定
※コンビニエンスストア対象店舗
（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル K＆サンクス）
※予約内容の変更には予約取消し後の新規予約・購入が必要となります

【プレゼント】

熊本県産の 2017 年度新米（森のくまさん 5 ㎏）200 名様
・発送は平成 29 年 10 月以降になります
・当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます

【応募方法】

応募用はがきを下記の窓口で受取り、必要事項を記載し、郵便局またはポストに
投函ください
※応募締め切りは平成 29 年 8 月 15 日（火）到着分までとさせていただきます
◎応募用はがき受取り窓口
県
窓口
福岡県
西鉄天神高速バスターミナル
（乗降インフォメーション）
博多バスターミナル３F
久留米バスセンター
鹿児島県 鹿児島本港（高速船ターミナル）
天文館チケットセンター
鹿児島中央駅南国高速
バスターミナル
鹿児島空港バス案内所
宮崎県
宮崎駅バスセンター
宮交シティバスセンター
宮崎交通㈱橘通支店

宮崎交通㈱県庁支店
宮崎交通㈱花ヶ島支店
国富バスセンター
宮崎交通㈱西都支店

宮崎交通㈱高鍋支店

西都城駅前バスセンター
宮崎交通㈱都城支店 栄町店
小林バスセンター

営業時間
8：00～20：00
8：00～20：00
8：00～20：00
6：30～19：30
8：00～19：00
8：30～19：00
7：00～20：50
6：30～20：30
5：30～20：00
（平日）10：00～18：30
※土・祝日に限り
12：00～13：00 の間休み
【定休日】日曜日
8：30～17：00
【定休日】県庁休館日
10：00～18：30
【定休日】水曜日
9：30～17：30
【定休日】日曜日、祝日
9：00～17：30
【定休日】日曜日
第 2・４土曜日
9：00～17：30
【定休日】日曜日
第 1・3・5 土曜日
9：00～17：30
10：00～18：30
【定休日】日曜日
9：00～17：30

宮崎県

宮崎交通㈱小林支店
宮崎交通㈱日南支店

宮崎交通㈱串間支店
延岡駅前バスセンター
宮崎交通㈱日向支店
高千穂バスセンター

9：30～18：00
【定休日】日曜日
平日 9：00～17：30
第 2・4 土曜日 9：00～17：
00
【定休日】第 1・3・5 土曜日
日曜日、祝日
10：00～18：30
【定休日】土曜日、日曜日
7：20～17：30
9：30～18：00
【定休日】日曜日
8：30～17：00

（参考） 高速バス「福岡～鹿児島線」（桜島号）」、「福岡～宮崎線」（フェニックス号」、
「福岡～延岡」 （ごかせ号）の概要（平成 29 年 4 月 1 日現在）
≪福岡～鹿児島線（桜島号）≫
【運 行 会 社】
西日本鉄道㈱、西鉄高速バス㈱、南国交通㈱、鹿児島交通㈱、
鹿児島交通観光バス㈱、ＪＲ九州バス㈱
【運 行 便 数】

1 日 20 往復（平日）、24 往復（土日祝） ※夜行バス除く

【所 要 時 間】

約 4 時間 20 分

≪福岡～宮崎線（フェニックス号）≫
【運 行 会 社】
西日本鉄道㈱、西鉄高速バス㈱、宮崎交通㈱、九州産交バス㈱、ＪＲ九州バス㈱
【運 行 便 数】

1 日 28 往復

【所 要 時 間】

約 4 時間 20 分

≪福岡～延岡線（ごかせ号）≫
【運 行 会 社】
西日本鉄道㈱、宮崎交通㈱
【運 行 便 数】

1 日 4 往復

【所 要 時 間】

約 5 時間分

【予

約】

各路線予約が必要な路線です（座席指定制）
＜WEB でのご予約＞
九州バスネットワークポータルサイト「@バスで」
URL:http://www.atbus-de.com/
＜お電話でのご予約＞
九州高速バス予約センター（8：00～19：00）… ℡0120-489-939
※携帯電話・PHS・IP 電話からは… ℡092-734-2727
※当キャンペーンのご予約はＷＥＢ限定です

