
＜31＞　2016年4月2日　土曜日

ご利用日の14日前または7日前までのご予約で新幹線をおトクにご利用いただけるインターネット予約限定の割引きっぷです　お持ちのクレジットカードで購入OK!!

九州ネット早特7

つばめ限定!
九州ネット早特7

熊本　 博多

2,570円 こども
1,280円

（税込）
片道

熊本　 博多

2,350円 こども
1,170円

（税込）
片道

席数
限定

変更
不可

特
席数
限定

変更
不可

※ご乗車日の1ヵ月前の10時から乗車日の7日前の23時まで発売します。

※ご乗車日の1ヵ月前の10時から乗車日の7日前の23時まで発売します。

7日前までのネット予約限定!!
熊本　博多（最速）33分!

7日前までのネット予約で
新幹線「つばめ」が激安!

「九州ネット早特3」＆「九州ネットきっぷ」もあります!

検索JR九州

【共通のご案内】●ご予約が完了した後のキャンセルには払いもどし手数料がかかります。●ＪＲ九州の主な駅でお受け取りできます。（「スーパー早特きっぷ」はＪＲ西日本の主な駅でもお受け取りできます。）●JR九州インターネット列車予約サービス限定発売です。駅の窓口等では発売
できません。●座席数に限りがございますので、ご希望の列車に空席がある場合でも、このきっぷをお求めいただけないことがあります。●自由席を含め、予約時に指定した列車・座席以外はご利用になれません。また乗り遅れ等で他の列車に乗車する場合は、別に所定（無割引）の特急
券が必要です。なお、「つばめ限定!九州ネット早特7」の場合は、「つばめ」以外の列車にご乗車する場合には、別途所定（無割引）の運賃も必要です。●途中の駅で乗降された場合は、前途無効とし、ご利用にならなかった区間の払いもどしはございません。●発売・効力・変更・払いもどしに
は諸条件がございます。詳しくはJR九州のホームページでご確認ください。「JR九州インターネット列車予約」でお申し込みください。（ＪＲ九州Web会員への登録（無料）が必要です。また、決済にはクレジットカードが必要です。）

まずは会員登録!

熊本　 新大阪（市内）・新神戸（市内）

12,860円 こども
6,420円

（税込）12片道

熊本　 岡山 12,500円こども
6,240円

（税込）12片道

熊本　 広島（市内） 11,000円 こども
5,490円

（税込）11片道

席数
限定
席数席数席数
限定

期間
限定限定

変更
不可

※ご乗車日の1ヵ月前の10時から乗車日の14日前の23時まで発売します。

14日前までのネット予約限定!!
熊本　新大阪（最速）2時間58分!
14日前までのネット予約限定!!

スーパー
早特きっぷ

H29.3.17まで発売

キャンペーンにエントリーし、JR九州インターネット
列車予約を期間中に合計で１０,０００円以上ご利用の
お客様の中から、抽選で１５０名様にプレゼント!

竹と椿のお宿
「花べっぷ」ペア宿泊券5組10名様

A 賞

ネット予約すると抽選でプレゼント! 3.19SAT》5.15SUN

九州ご当地
お取り寄せグルメ20名様

B賞

他、ショッピングチケットやeレールポイントなど

7日前までのネット予約限定!!スーパー

ゴールデンウィークは新幹線!～ネットきっぷなら早めの予約でおトクに～

熊本市近郊でネットきっぷがお受け取りいただける駅
熊本駅 武蔵塚駅上熊本駅 新水前寺駅 水前寺駅 松橋駅 三角駅光の森駅 肥後大津駅 宇土駅

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®最寄駅の
ユニバーサルシティ駅までこの金額!

アプリか
ら

簡単にネ
ット予約

が

ご利用に
なれます

eレール
ポイントが

入手でき
ます

※営業時間は駅によって異なります。
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TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


