
「熊と鹿」キャンペーン！九州新幹線全線開業10周年特別企画

・九州新幹線 駅弁シリーズ2021
・デジタルスタンプラリー
・限定きっぷ販売

JR九州では右のイベントをはじめ、熊本
エリア、鹿児島エリアを対象に様々な企
画を行います。
この機会に九州新幹線を利用して熊本や
鹿児島への旅をお楽しみください。

■ 「熊と鹿」グルメブース
熊本県、鹿児島県で話題のお店が博多駅に出張販売。
■ 駅弁販売
“九州新幹線 駅弁シリーズ2021”から熊本・鹿児島
の駅弁を数量限定販売。
■ 熊本・鹿児島 フレッシュマルシェ
新幹線で届いた朝採れの新鮮野菜や鮮魚を販売。
●とき　令和3年3月13日（土）～14日（日）
●ところ　博多駅前大屋根下スペース

博多駅10周年記念イベント

など

特設WEBサイト

応援キャンペーン

九州新幹線全線開業10周年記念

熊本・鹿児島

開催期間：2月8日～3月31日まで

熊本・鹿児島 熊本と鹿児島を楽しむイベントがもりだくさんEnjoy!
in Fukuoka

意外と 熊本・鹿児島近ーい
鹿児島まで

76最
速 分

熊 本まで

32最
速 分

主催：鹿児島県福岡事務所、熊本県福岡事務所　協力：JR九州

JR博多駅
花いっぱいプロジェクト
ＪＲ博多駅が熊本県と鹿児島県の季節の
花で満開に！指宿の「菜の花」や熊本の「ト
ルコキキョウ」など。一足早く春の訪れを
感じてみませんか。
●とき
令和3年2月8日（月）～1週間程度
●ところ
JR博多駅
「博多口エレベーター前」
「中央改札横みどりの窓口」

九州旅行博覧会
～トラベラーズフェス2021～

ゆるキャラステージ
九州新幹線全線開業10周年記念

※これらのイベントは新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、中止または内容を変更する可能性があります。

!!当たるホテル宿泊券
新幹線きっぷや

などが !!当たるホテル宿泊券
新幹線きっぷや

などが

九州各地と世界中の観光やグルメの魅力が一堂に会
した大規模旅行博覧会。ゆるキャラが熊本と鹿児島の
魅力を紹介！

●ところ　福岡国際会議場
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九州旅行博覧会
　　　　  令和3年2月13日（土）～14日（日）
ゆるキャラステージ　令和3年2月14日（日）

●とき



※各店舗の営業時間は自治体の要請等により変更になる場合がございます。ご利用の前に各店舗に確認をお願いします。

・博多～熊本・鹿児島中央 新幹線往復切符
・SHIROYAMA HOTEL kagoshima ペア宿泊券
・指宿白水館 ペア宿泊券
・熊本ホテルキャッスル ペア宿泊券

旅プレゼント賞 うまか賞
各 ペア１組 ・応援店の食事券や割引券

・観光施設の入場券
・本格焼酎等の特産品

など多数

■各店舗では、徹底した新型コロナウイルス感染対策を行い、営業しております。

おすすめメニュー

〒812-0027
福岡市博多区下川端町2-1
博多座西銀再開発ビル地下2階
TEL : 092-281-1388

●営業/11:00～15:00（LO14:00）
17:00～22:30（LO22:00）（月～木）
17:00～23:30（LO23:00）（金・土・祝前日）

熊本の「馬刺し」鹿児島の「六白黒
豚のせいろ蒸し」呼子の「活きイカ
活造り」福岡の「ゴマサバ」

●定休日/ホームページまたはお電話で
御確認下さい。

大小様々な空間で、九州各地の
名物料理を楽しむ

おぜんや いおり

御膳屋　菴離

熊本阿蘇の大自然の中育てられたおいしいあか牛をご提供します。

あか牛dining yoka-yoka KITTE博多店

おすすめメニュー

〒810-0012
福岡市博多区博多駅中央街
9-1-10階
TEL : 092-482-0600

●営業/11:30～23:00
(KITTE博多に準ずる）あか牛ステーキ・あか牛

ハンバーグ・あか牛丼 ●定休日/KITTE博多に準ずる

スイーツドリーム･
フェスティバロ

おすすめメニュー

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
JR博多シティ1Fいっぴん通り
TEL : 092-413-5567
●営業/8:00～21:00

唐芋レアケーキラブリー

●定休日/なし
おすすめメニュー

〒810-0801
（中洲店）

（博多阪急店）

福岡市博多区中洲4-7-13
TEL : 092-409-0648
〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
阪急百貨店B1F
TEL : 092-419-5892
●営業/店舗により異なります。焼きたてどうなつ

かすたどん・かるかん饅頭 ●定休日/なし（一部、博多阪急に準ずる）

幅広く愛されている人気商品です。
是非，一度ご賞味下さいませ。　

直営農場のさつまいもを使った
唐芋レアケーキラブリーが大人気蒸氣屋 中洲店

博多阪急店

おすすめメニュー

（博多口店）　〒812-0011
福岡市博多区博多駅前３－２２－５
Mビル２号館３F
TEL : 092-481-1919
（筑紫口店）　〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２－４－１４
第２大和ビル２F・３F
TEL : 092-710-7122

●営業/17:00～23:00（日～木・祝日）
17:00～24:00（金・土・祝前日）馬レバーの刺身、

豚のあご肉鉄板 ●定休日/12月31日と1月1日のみ

九州を愛するスタッフが九州各地の
名物料理を提供させて頂きます

かこみ庵
博多駅博多口店・筑紫口店

厳選した鹿児島の食材を
使用した黒豚とんかつ専門店黒かつ亭

おすすめメニュー

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
アミュプラザ博多9F
TEL : 092-260-1177
●営業/11:00～22:00（LO21:30）

特上ロースかつ定食

●定休日/アミュプラザに準ずる

JR博多
シティ店

一枚に込めた職人の技と味
さつま揚げ専門店玖子貴

おすすめメニュー

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
マイング博多内
TEL : 092-483-6077
●営業/9:00～21:00（日祝～20:00）

やきもろこし

●定休日/なし

博多
マイング店

博多で熊本を味わえる店舞ゆ～みん

おすすめメニュー

〒812-0039
福岡市博多区冷泉町１－３
エクセレンス祇園１Ｆ
TEL : 092-518-7523
●営業/11:30～22:00

太平燕、熊本の焼酎、馬刺し

●定休日/日・祭、（土）は予約のみ

鹿児島県大隅半島の鹿児島黒豚を
新鮮なハムやソーセージでご提供南州農場

おすすめメニュー

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
阪急百貨店B1F
TEL : 092-419-5103
●営業/10:00～20:00※変更あり

鹿児島黒豚ハム・ソーセージ

●定休日/博多阪急に準ずる

博多
阪急店

おすすめメニュー

〒810-0012
福岡市博多区博多駅中央街
9-1-10階
TEL : 092-482-0600
●営業/11:00～23:00
(KITTE博多に準ずる）

あか牛ステーキ・
あか牛ハンバーグ・あか牛丼

●定休日/KITTE博多に準ずる

熊本阿蘇の大自然の中育てられた
おいしいあか牛をご提供します。

あか牛dining
yoka-yoka KITTE博多店

新鮮な馬刺し、熊本の郷土料理など
をたくさんご用意しています！熊本酒馬 ゆきち

おすすめメニュー

〒810-0801
福岡市博多区中洲２丁目７－９
中洲アクアビル１F
TEL : 092-233-1147
●営業/18:00～27:00（OS26:30）

馬刺、トマト揚げ出し、
辛子れんこん

●定休日/日曜日

鹿児島の大自然の中で育まれた
安全で安心な農畜産物でおもてなし華蓮

おすすめメニュー

〒810-0003
福岡市中央区春吉3-11-19
パノラマスクエア博多B1F
TEL : 092-725-1905
●営業/11:30～14:00（LO13:30）
17:30～23:00（LO22:00）

極上鹿児島黒牛・
黒豚味わいせいろ蒸し、芋焼酎

●定休日/第3日曜日

博多店 皆大好きハンバーグ！！オリジナル
ソースでお召し上がりください。

センターリバー
ソラリアステージ店

おすすめメニュー

〒810-0001
福岡市中央区天神2丁目11-3
ソラリアステージB2
TEL : 092-713-5505
●営業/11:00～22:00（LO21:00）

ハンバーグ＆ステーキ

●定休日/ビルの閉館日

薩摩焼酎・奄美黒糖焼酎を豊富に
取り揃えた専門店です。薩摩焼酎蔵 匠

おすすめメニュー

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通1-11-11
HKビル1F
TEL : 092-720-1991
●営業/10:00～20:00　※変更あり

鹿児島県約100蔵元の
美味しい焼酎

●定休日/不定休

白木造りの明るい店内で、活気ある
スタッフがお迎えしております

わら焼と熟成魚の店
一伍屋　今泉店

おすすめメニュー

〒810-0021
福岡市中央区今泉２丁目３－２３
アートケイズ上人橋ビル２F
TEL : 092-726-0870
●営業/18:00～27:00
（祝前日･金・土29:00迄）

熟成シマアジのわら焼

●定休日/不定休

銅板張りの一軒家造り。昔懐かしい
塩餃子をメインにした居酒屋。

イチタスイチ
（一伍屋　大名店１F)

おすすめメニュー

〒810-0041
福岡市中央区大名１丁目２－２９

TEL : 092-771-1583
●営業/18:00～27:00
（祝前日･金・土29:00迄）

復刻塩ぎょうざ

●定休日/不定休

自家農場で育てた鹿児島黒毛和牛を
一頭買い！
色々な部位をお楽しみください

黒毛和牛
ＢＡＫＵＲＯ

おすすめメニュー

〒810-0022
福岡市中央区薬院3-12-41

TEL : 092-406-1129
●営業/11:30～14:30，17:00～23:00

ＢＡＫＵＲＯコース

●定休日/不定休

薬院店
変わり種茶碗蒸しを提供する
日本初の専門店

茶碗蒸し本舗
稲穂

おすすめメニュー

〒810-0022
福岡市中央区薬院2－16－14

TEL : 092-741-3075
●営業/17:00～0:00

チーズ茶碗蒸し

●定休日/月・祝日

天草出身の店主が創る天草大王と
地魚の旨い店喰酒堂 やんだ

おすすめメニュー

〒810-0021
福岡市中央区今泉２丁目４－６９
ライトハウス１F
TEL : 092-721-4541
●営業/18:00～24:00

やんだの鯖燻、天草大王とり鍋、
焼酎「天草」各種

●定休日/日曜日

泰元、自ら育てる。
だから美味。黒毛和種泰元

おすすめメニュー

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-1-8

TEL : 092-752-1288
●営業/17:00～23:00（LO22:00）

泰元コース、焼きすき

●定休日/不定休

本場鹿児島の六白黒豚。旨味を
際立てる秘伝の出汁で御賞味下さい。黒豚あじと

おすすめメニュー

〒810-0041
福岡市中央区大名2-12-15
赤坂セブンビル1F
TEL : 092-753-8829
●営業/11:30～25:00

黒豚しゃぶしゃぶ

●定休日/なし

福岡
赤坂店

福岡の小さな奄美は今年17年目
名物の奄美料理と数々の黒糖焼酎

奄美のゆらい処
語久庵～ごくい～

おすすめメニュー

〒810-0041
福岡市中央区大名1-8-42-1F

TEL : 070-7640-0591
●営業/18:00～24:00（LO23:30）

奄美鶏飯、奄美食材の郷土料理
黒糖焼酎200種以上

●定休日/月曜日 （応相談）

創業28年を迎える本場鹿児島県産の
黒豚を使ったカツレツ専門店

黒ブタかつれつ
大正亭

おすすめメニュー

〒810-0042
福岡市中央区赤坂1-3-1
赤坂ピアレ1F
TEL : 092-732-7711
●営業/11:00～15:00，17:00～20:30

極上黒豚ロースカツ定食

●定休日/日・祝日

本館

おすすめメニュー 焼餃子、水餃子、四川麻婆豆腐、台北カラアゲ

パリパリに焼き上げた一口餃子です。
ビールとの相性バツグンです。

警　固　店
福岡市中央区警固2-11-15 1階
TEL：092-716-4022
南　天　神　店
福岡市中央区今泉1-16-16
TEL：092-733-3422

薬　院　店
福岡市中央区薬院3-16-35
TEL：092-534-8122
川　端　店
福岡市博多区上川端町5-108
TEL：092-272-0522

今　泉　店
福岡市中央区今泉2-4-33 1階
TEL：092-739-5022

ソラリアプラザ店
福岡市中央区天神2-2-43 B2
TEL：092-733-7522
大　名　店
福岡市中央区大名1-14-28 1階
TEL：092-732-9122

餃子屋弐ノ弐

●定休日/なし

●営業/17:00～24:00(LO23:30)
※ソラリアプラザ店のみ
11:00～22:00（LO21:15）

［問い合わせ先］
鹿児島県福岡事務所
〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街 8-20
第二博多相互ビル５階
TEL.092-441-2852 / FAX.092-441-2863

熊本県福岡事務所
〒810-0001
福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡 11階
TEL.092-737-1313 / FAX.092-737-1341

キャンペーン
熊本・鹿児島応援店を利用して

豪華プレゼントを当てよう!

応募
方法

キャンペーン

応援店を

利用する

手順 1 手順 2
店頭の POP、

もしくは右記の

QR へアクセス

手順 3
応募サイトの

アンケートに

答えて応募完了

応募サイト
ひとつの店舗で

応募できるのは

お一人様 1回です

応援店を利用したら、さっそくキャンペーンに応募しよう！
キャンペーンへの応募方法は簡単。下記の手順にしたがって、サイトにアクセスしアンケートに答えるだけ。
※プレゼントの当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

応援店一覧
キャンペーン開催期間

2 8月 日

3 31月 日

月

水

▼

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

指宿 白水館JR九州
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熊本ホテルキャッスル

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/60/81822.htmlキャンペーン特設HPはコチラ 「熊本・鹿児島応援キャンペーン」で検索
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