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 西日本鉄道株式会社（以下、西鉄）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ西日本）、東海旅客鉄道

株式会社（以下、ＪＲ東海）は、福岡・太宰府エリアへの観光推進のため、東海道・山陽新幹線のネ

ット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」「スマートＥＸ」（以下、ＥＸサービス）

をご利用のお客さまを対象に、西鉄が運行する『太宰府ライナーバス「旅人」』や福岡市内の路線バス

の 1 日フリー乗車券が割引価格で購入できる期間限定の特典をご用意します。 
『太宰府ライナーバス「旅人」』は、福岡都心部から太宰府までのアクセス向上を目的に、2014 年

から運行を開始し、今年で運行 5 周年を迎えました。博多駅から太宰府駅まで直通約 40 分。約 15 分

に 1 本の頻度で運行しており、大変便利なバスです。 
この機会に、ぜひ、ＥＸサービスを利用して、福岡・太宰府へご旅行ください。 
 

１．【実施期間】2019 年 11 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日  

２．【主  催】西鉄、ＪＲ西日本、ＪＲ東海 

３．【実施内容】 

 (1) ＥＸサービスご利用者特典 

東海道・山陽新幹線「広島駅～東京駅」の各駅からＥＸサービスにて博多駅までご利用のお客

様は、下記①②の特典を受けられます。 
   ※発駅が「小倉駅～新岩国駅」の各駅出発の場合はご利用いただけません。 

 
①『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」1 日フリー乗車券』を割引価格 1,000 円（おとなお一

人様）でご購入いただけます。（通常 1,500 円）  
   ※『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」1 日フリー乗車券』については、別紙 1 参照 
   ※「ＥＸご利用票」等の提示にて、ご購入いただけます。購入方法については、別紙 2 参照 
 
 ②太宰府市内の対象店舗にて、割引サービスを受けられます。 
   ※店舗詳細は、別紙 3 参照 
 
 (2) プロモーション 

ＪＲ西日本管内、ＪＲ東海管内の駅及び列車内掲出のポスター、デジタルサイネージや各社Ｗ

ＥＢサイト、西 Navi 等にて、菅原道真公の御墓所で「学問の神様」として知られる太宰府天満宮

や、新元号「令和」ゆかりの地として話題になった「坂本八幡宮」を始めとした福岡随一の観光

地、太宰府の魅力をＰＲします。 

 

 
 

          九州行くなら、新幹線 

  ～「エクスプレス予約」「スマートＥＸ」で、福岡・太宰府へ～ 



・「スマートＥＸ・旅先の特典」案内サイト    https://smart-ex.jp/lp/fukuoka_free/ 
・「エクスプレス予約・旅先で役立つ便利な特典」案内サイト https://expy.jp/lp/fukuoka_free/ 
・「九州行くなら、新幹線。」特設サイト https://n-kyushu.jr-central.co.jp/cp_dazaifu/tokuten/ 
 

(3) おすすめ情報 

  
HOTEL CULTIA DAZAIFU 

（ホテル カルティア 太宰府） 
天満宮周辺に点在する明治期などの古民家をリノ

ベートした分散型ホテル。（2019 年 10 月 4 日開業） 
古民家の佇まいは残しつつ、県内の伝統工芸も活か

した家具や装飾による高品質な客室や、近隣施設と

連携した体験プラン等を通じ、太宰府の悠久の歴

史・文化を感じるプレミアムな旅をご提供していま

す。 

ルアン ホテル カルティア 太宰府 
ホテル カルティア 太宰府に併設されたレストラ

ン。福岡県内のブランド食材や国内外の高級食材を

使用した、フレンチの技術をベースにした料理を提

供しています。ランチ（午前 11 時半～午後 3 時）、

ティータイム（午後 2 時～午後 5 時）、ディナー

（午後 5 時半～午後 10 時）の 3 つの時間帯で営業

しています。 
 

 

 

 

太宰府天満宮 
太宰府天満宮は、菅原道真公の御墓所の上にご社殿

を造営し、その御神霊を永久にお祀りしている神社

です。 「学問・至誠・厄除けの神様」として、日

本全国はもとより広く世のご崇敬を集め、年間に約

1000 万人の参拝者が訪れています。 

坂本八幡宮 
新元号「令和」ゆかりの宴「梅花の宴」が開かれ

た地として注目を浴びた坂本八幡宮。周辺には、

太宰府市の市花ともなっている梅の木が多く植え

られています。 

※写真はすべてイメージです。 

https://smart-ex.jp/lp/fukuoka_free/
https://expy.jp/lp/fukuoka_free/
https://n-kyushu.jr-central.co.jp/


別紙１  
『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」1 日フリー乗車券』について 

 
福岡市内の路線バスに加え、太宰府ライナーバス「旅人」（博多駅・福岡空港～太宰府エリア）が 1

日何度も乗り降りできる乗車券です。お使いの際には、まず券面に記載されたカレンダーからご利用

になる日をコインなどでけずり、そのままご乗車いただきます。バス乗車口で整理券を取って乗車

し、お降りの際に運賃箱に整理券を投入のうえ、コインで削った乗車券の日付を乗務員に見せて降車

してください。 
※本券ご利用の大人 1 名に対し、同伴する小児 1 名分の運賃が無料となります。同伴する小児が 2
名以上の場合は、2 人目以降の小児券は通常価格の 750 円で発売いたします。 

※本乗車券は、ご利用になる日（券面記載のカレンダーから削られた日）に限り有効です。 
 
■券面 

 
 
■利用エリア 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ※運行時刻等の詳細は、太宰府ライナーバス「旅人」ＨＰをご確認ください。 
また、年末年始期間中の太宰府ライナーバス「旅人」の運行については、           

変更になる場合がございますのでご注意下さい。 
   太宰府ライナーバス「旅人」ＨＰ（http://www.nishitetsu.jp/bus/rosen/dazaihu_liner.html） 
 
■その他 
『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１日フリー乗車券』のご提示にて、下記特典が受けられ

ます。 
 

施設名 内容 

「博多町家」ふるさと館 入館料／一般 200 円→150 円 

福岡市博物館 
常設展観覧料／大人 200 円、高校・大学生 150 円 
 →大人 150 円、高校・大学生 100 円 

福岡アジア美術館 
常設展観覧料／大人 200 円、高校・大学生 150 円 
 →大人 150 円、高校・大学生 100 円 

福岡市美術館 
常設展観覧料／大人 200 円、高校・大学生 150 円 
 →大人 150 円、高校・大学生 100 円 

かしいかえん 入園料 100 円割引 
マリンワールド 入館料 20%割引 
太宰府駅レンタルサイクル 貸出料金から 100 円割引 
Killer Coffee &Creamlab 1,000 円以上注文した場合に 200 円割引 
UNION3 お買い上げの金額から 10%割引 

※2019 年 10 月 29 日現在 
※サービス内容は一例です。サービスの内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

※『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１日フリー乗車券』ご利用のご本人様に限り、特典が受けられます。 

 
■福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」1日フリー乗車券 に関するお問い合わせ先 

西鉄お客さまセンター 0570-00-1010（6:00～24:00 年中無休） 
 この番号は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます（通話料金はお客さまご負担）。 

一部ご利用いただけない電話がございます。その際は、092-303-3333 をご利用ください。 

携帯電話・ＰＨＳからの通話料金は市内・市外を問わずお客さま負担となります。 

  

http://www.nishitetsu.jp/bus/rosen/dazaihu_liner.html


別紙２  
『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１日フリー乗車券』の 

割引価格での購入方法について 
 
 

ＩＣカード等で東海道・山陽新幹線をご利用の方は、入場時に新幹線自動改札機から出力され

る「ＥＸご利用票（座席のご案内）」、きっぷでご利用の方は指定席券売機等できっぷの受取時に

発券される「ご利用票 兼 領収書」を、下記対応窓口でご提示いただくことで、『福岡市内＋太宰

府ライナーバス「旅人」１日フリー乗車券』割引価格でご購入いただけます。 
 
※「ＥＸご利用票」または「ご利用票 兼 領収書」1 枚につき 1 度に限り発売します。 
※きっぷでご利用の場合は、1 枚の「ご利用票 兼 領収書」できっぷをご利用になった人数分を

上限として発売します。 
※「ＥＸご利用票」「ご利用票 兼 領収書」は、『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１日

フリー乗車券』購入日の当日、前日の乗車日のものに限り有効です。 
（例）12 月 3 日に購入する場合、12 月 2 日～3 日までの「EX ご利用票」「ご利用票 兼 領収

書」が有効。 
※ご提示いただいた「ＥＸご利用票」「ご利用票 兼 領収書」は、発売済みスタンプを押した

後、返却いたします。 
※「きっぷ」では発売できませんので、ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 ＜ＥＸご利用票（座席のご案内）＞   ＜ご利用票 兼 領収書＞         ＜きっぷ＞ 

 
 
 
 

 
博多バスターミナル 3 階 乗車券窓口（乗り場は 1 階） 
※営業時間 5：30～23：30   
※太宰府ライナーバス「旅人」の運行時間にご注意ください。 

      
※バス車内では『福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅人」１日フリー乗車券』の割引価格

(1,000 円)の取り扱いは行っておりませんので、ご注意ください。 
（通常価格 1,500 円(おとな)での発売となります。） 

 
 
 

※画像はすべてイメージです。 
  

【対応窓口】 



別紙３  
『ＥＸご利用票』等の提示による店舗・施設割引サービス対象施設について 
  

九州国立博物館 
4F 文化交流展について、通常の入館料から割引 
・大人：430 円→350 円 
・大学生：130 円→100 円 
※高校生以下（18 歳未満）無料 
※満 70 才以上無料 
※太宰府駅より徒歩 10 分 

だざいふ遊園地 
通常の入園料から、 
・大人：600 円→300 円 
・シニア（65 歳以上）：500 円→250 円 
・こども（3 歳から小学生）：400 円→200 円 
※太宰府駅より徒歩 10 分 

 
  

菅公歴史館（太宰府天満宮） 
通常の拝観料から、 
・一般：200 円→150 円 
・大学生・高校生：150 円→75 円 
・中学生・小学生：100 円→50 円 
※団体料金でご利用いただけます。 
※太宰府駅より徒歩 10 分 

宝物殿（太宰府天満宮） 
通常の拝観料から、 
・一般：400 円→300 円 
・大学生・高校生：200 円→100 円 
・中学生・小学生：100 円→50 円 
※団体料金でご利用いただけます。 
※太宰府駅より徒歩 10 分 

 
  

観世音寺 
通常の拝観料から、  
・大人：500 円→300円 
・大学生・高校生:300 円→200円 
・中学生・小学生：150 円→100円 
※団体料金でご利用いただけます。 
※太宰府駅より徒歩 20 分 

YUZU PREMIUM JAPAN 太宰府店 
（太宰府駅内） 

「ゆずすこポータブル」プレゼント 
※ゆず商品をメインに、人気調味料の

YUZUSUKO をはじめ、太宰府店限定の梅

ジャム、梅のりなどを取り扱う。 

※2019 年 10 月 29 日現在           ※全て消費税込みです。※写真はすべてイメージです。 
 
※割引対象の「EX ご利用票」もしくは「ご利用票 兼 領収書」の諸条件は、別紙 2 に準じます。 

生年月日が 
わかるものを提示 


