
福岡ワーケーション
周遊パス

1日フリー乗車券
Fukuoka Workation Free Pass

��都��の�動ならこれ１枚でラクラク���

⻄�バス・昭和バス、ＪＲ�州、⻄�電⾞、���地下�、������
が１⽇乗り�題になる、便利な周�パスです。

（予め、有�エリア・�件などをご��の上ご利⽤下さい。）
2021年7⽉21⽇現在



●昭和バス

【有�エリア】

「���南⼝〜⼩戸��〜マリノシティ��」�び

「�⼤�研都��〜⻄の浦〜⼆⾒ヶ浦〜伊都�業�」の�間でご利⽤できます。

●⻄�電⾞

【有�エリア】

⻄���⼤�⽥�

(��・���〜⻄�⼆⽇��〜����)
⻄�⾙����(⾙��〜⻄����)
の�ての列⾞を⾃由に乗り�りできます。(｢THE RAIL 
KITCHEN CHIKUGO」を�く）
【��事項】

有�期�内の�られた使⽤⽇１⽇に�り、上�有�エリ

アの⻄�電⾞（��、�⾏、��電⾞）に何度でも⾃由

に乗�りできます。有�エリア�でご利⽤の�は、別�

���賃が必�です。

●⻄�バス

【有�エリア】

���内を�⾏している⼀�路�バス（���内

フリーエリア）に⾃由に乗り�りできます。

【��事項】

����⾯へはバスではご利⽤になれません。ま

た、�災地�等により�⾏内�に�更がある場�が

ございます。有�エリア�まで、もしくは有�エリ

ア�からのご利⽤の場�は、有�エリアの�界とな

るバス�と有��エリアのバス�間の⽚��賃が別

�必�です。

「��ワーケーション周�パス１⽇フリー乗⾞�」は、��ワーケーション�⾏�品を購�

された�に提供する、��やビジネスの�動にご利⽤いただくフリー乗⾞�です。���内

の�共��（⻄�バス、⻄�電⾞、ＪＲ�州、昭和バス、���地下�、������）が

１⽇乗り�題となり、���内(⼀����む)のほぼ�ての路�でご利⽤いただけます。

��ワーケーション周�パス１⽇フリー乗⾞� 
〜 ご利⽤可�な����・有�エリア 〜



●JＲ�州
【有�エリア】

鹿児���（⽵下�〜⾹��）

⾹��（⾹��〜⻄戸��）

筑肥�（���〜�⼤�研都��）

の��･快�列⾞を⾃由に乗り�りできます。

【��事項】

有�エリアを超えて乗⾞される場�は、乗�し�間

に�する��（���）の�賃が必�です。

●���地下�

【有�エリア】

地下���（���、箱��、七��）

にご利⽤当⽇�り何回でも乗⾞できます。

【��事項】

有�エリアを超えて乗⾞される場�、�間�につい

て別���の料金が必�となります。

●������

【有�エリア】

�古�路（��〜�古�）、�賀��路（��ふ頭

〜⻄戸�〜�賀�）でご⾃由に乗り�りできます。

【��事項】

切符�売�⼝で周�パスを提⽰してください。提⽰

された�に����を�付いたしますので、乗�前

に�札⼝で����を提⽰してください。

｢�界��路｣｢⼩呂��路｣はご利⽤できません。



●福岡市観光案内所（天神）
　営業時間：9:30～19:00
               （12/31・1/1はお休み）
　所在地：　福岡市中央区天神2-1-1
　　　　　　ライオン広場内
　TEL:092-751-6904

●博多駅総合案内所
　営業時間：8:00～19:00（年中無休）
　所在地：　福岡市博多区博多駅中央街1-1
　　　　　　JR九州博多駅構内
　TEL:092-431-3003

①お申し�みの「��ワーケーション�⾏�品」で�⾏��が発⾏する「バウチャー�（�は

 �⾏��指�の�式や�⾯提⽰など）」を、下�の��え箇�において提⽰し「��ワーケー
 ション周�パス１⽇フリー乗⾞�」をお受け�り下さい。
②��えの�、バウチャー�等は回�させていただく場�があります。また、回�できない場�

 は「�え」を�らせていただく場�もございます。その為、⼿�き等に時間を�する場�もご
 ざいますので、��えには時間に��を持ってお�し下さい。
③��え箇�では、ご利⽤者��の��、�⾏���、��え枚�などをご��させていただく

 場�もございます。予めご了�下さい。

【ご�内】

●⻄�バス�不正使⽤された場�は、��により利⽤�間の⽚��賃をお��いいただき、周�パスを回�します。

●���地下��不正に使⽤された場�は、��により��料金をお��いいただき、周�パスを回�します。

●⻄�電⾞�不正に使⽤された場�は、��により���賃をお��いいただき周�パスを回�いたします。

●昭和バス�不正乗⾞を発⾒した時は、マリノア�の⽚��賃100円をお��いいただき、周�パスを回�します。

●��������������に��して使⽤された場�は、不正乗�として�賃の２�に相当する�の��賃をお��いいただきます。

●ＪＲ�州��州����㈱の������に��して使⽤された場�は、不正乗⾞として周�パスを��として回�し、�乗⾞��間の�賃の３��を

 お��いいただきます。

①「��ワーケーション周�パス1⽇フリー乗⾞�」は、スクラッチ式の乗⾞�です。
 ご利⽤の前に利⽤⽇に�当する「⽉」と「⽇」を削ってご利⽤いただきます。
②バスを利⽤する場�は、バス乗�員に�⾯をお⾒せください。��をご利⽤する場�は、有��札

     ⼝で�員に�⾯をお⾒せください。（⾃動�札はご利⽤いただけません。）
③有�エリアを超えてご乗⾞される場�は、�間�について別���の�賃が必�となります。

④「��ワーケーション周�パス1⽇フリー乗⾞�」はご利⽤のご��のみ有�となります。
⑤この「��ワーケーション周�パス１⽇フリー乗⾞�」は、ワーケーションツアー�品を購�され

 た�に�償で提供しているものであるため、��や�い�しはできません。
 また、スクラッチを�って削ってしまった場�にも、��などの��はできませんので削る�は 
 「⽉」「⽇」を⼗�にご��の上ご利⽤下さい。
⑥�失、盗�等による再発⾏はいたしません。

⑦「��ワーケーション周�パス1⽇フリー乗⾞�」に�するお問い�わせは、上�までご��
 下さい。各����の�員等による��は⾏っておりません。

�
問
�
�
�
�
先

�
�
�
箇
�

 〜 ご利⽤��のご�内 〜

 〜 ��え��のご�内 〜



＜施設名＞

①福岡市博物館
②福岡タワー
③福岡市美術館
④福岡アジア美術館
⑤「博多町屋」ふるさと館
⑥JF福岡ぎょれん「博多漁師処」
⑦アサヒビール園博多店
⑧マリンワールド海の中道
⑨国営海の中道海浜公園
⑩ざうお本店
⑪福岡市海づり公園
⑫今津運動公園

��ワーケーション周�パス１⽇フリー乗⾞� 
〜 �典のご�内 〜

「��ワーケーション周�パス1⽇フリー乗⾞�」
をご提⽰いただくと、�の��において��料等の

��など�々な�典が受けられます。

⑬宝蔵（観世音寺）
⑭西鉄太宰府駅レンタサイクル
⑮宝物展殿（太宰府天満宮）
⑯菅公歴史館（太宰府天満宮）
⑰だざいふ遊園地

●各施設の詳細は「福岡ワーケーション
   周遊パス１日フリー乗車券 特典一覧」を
   ご確認ください。
●合わせて「ご利用エリア・路線マップ」を
　ご確認ください。

URL：https://workation-fukuoka.jp 

福岡型ワーケーション
専用ホームページ

��での��したワーケーション

ライフを�ごすための�⼒的な

コンテンツをご��しています�

��・��の��情�が���



天神
赤坂

大濠公園唐人町西新藤崎室見

姪浜

祇園

中洲川端

福岡空港

博多

東比恵

呉服町

千代県庁口

馬出九大病院前

箱崎宮前

箱崎九大前

貝塚

天神南

渡辺通

薬院
薬院大通桜坂六本松

別府

茶山

金山

七隈福大前梅林野芥賀茂次郎丸橋本

雁ノ巣海ノ中道西戸崎

姪浜

九大学研都市

今宿

下山門

西鉄福岡
（天神）

薬院

平尾

高宮

大橋

井尻

雑餉隈

春日原

白木原

下大利

都府楼前

西鉄二日市 五条 太宰府

姪浜駅南口

マリノアシティ

九大学研都市

今宿

二見ヶ浦

西の浦

大蔵

高美台一丁目

下原中央

下原

名子

津屋本町

二又瀬

砂原

稲城

坂瀬池

月隈団地

浦田

今里

山田

那珂南小学校

井尻六ツ角

弥永団地

弥永三丁目

老松神社前鶴田

伊都営業所

箱崎

博多

吉塚

千早

福工大前駅入口

奈多

竹下

●福岡市地下鉄

地下鉄空港線

地下鉄箱崎線

地下鉄七隈線

●ＪＲ九州

貝塚

名島

西鉄千早

香椎宮前

西鉄香椎

香椎花園前

唐の原

和白

三苫

西鉄新宮

●西鉄電車

西鉄天神大牟田線

西鉄太宰府線

西鉄貝塚線

福岡ワーケーション周遊パス

１日フリー乗車券

ご利用エリア・路線マップ

能古渡船場

能古島

志賀島

姪浜渡船場

博多ふ頭

志賀島渡船場 西戸崎渡船場

香椎

和白

●西鉄バス 福岡市内フリーエリア

福岡市内フリーエリア 境界停留所名

●昭和バス

マリノア線（姪浜駅南口～マリノアシティ福岡）

西の浦線（九大学研都市駅～西の浦・二見ヶ浦～伊都営業所

【注意】上記路線以外の路線（九州大学線）はご利用いただけません。

ＪＲ鹿児島本線

ＪＲ香椎線

ＪＲ福北ゆたか線

ＪＲ鹿児島本線

ＪＲ筑肥線

＜ 凡 例 ＞

①福岡市博物館★

●博多ポートタワーボートレース福岡●

福岡城跡（舞鶴公園）●

③福岡市美術館★

●福岡市科学館

福岡市動植物園●

⑨国営海の中道海浜公園

★
金印公園●

●志賀海神社

★⑧マリンワールド海の中道

福岡PayPayドーム

②福岡タワー★

★
⑤博多町家ふるさと館

④福岡アジア美術館★

★⑩ざうお本店

★⑪福岡市海づり公園

★⑫今津運動公園

★⑦アサヒビール園

★⑬宝蔵（観世音寺）

★⑮宝物殿（太宰府天満宮）
★⑯菅公歴史館（太宰府天満宮）
★⑰だざいふ遊園地

★
⑭レンタサイクル
（西鉄太宰府駅）

●太宰府天満宮 ●九州国立博物館

写真：【左】油山市民の森・【右】もーもーらんど油山牧場（提供：福岡市）

写真：【左】マリノアシティ福岡と能古島・【中央】百道エリア・【右】大濠公園（提供：福岡市）

写真：福岡城跡（提供：福岡市）

●福岡空港

●ベスト電器スタジアム

●東平尾公園（博多の森）

●キャナル
シティ博多

●マリノアシティ福岡

●福岡市営渡船

●主な観光スポット

＜例＞ ●博多ポートタワー

※「★」のスポットは「周遊パス」の提示で特典あり

アイランドシティ●

写真：【上】金印公園（志賀島）・【下】アイランドシティ（提供：福岡

博多湾

2021年7月19日現在

福岡・博多の観光情報が満載！

⑥JF福岡ぎょれん「博多漁師処」★

油山市民の森・もーもーらんど油山牧場 ●



　　　　●「福岡ワーケーション周遊パス１日フリー乗車券」特典一覧 2021年7月21日現在

　　　➡各施設でご提示いただくと入館料等の割引などの特典が受けられます！

施設名 アクセス 住所・電話番号 営業時間 休館日 特典内容

① 福岡市博物館
●地下鉄「西新」下車徒歩約15分

●西鉄バス「博物館北口」「福岡タワー南口」「博物館南口」下車

徒歩約５分

福岡市早良区百道浜3-1-1

TEL:092-845-5011

9:30～17：30

※7/22～8/26の金土日祝日は20:00まで開館

（入館は閉館の30分前まで）

月曜日

（祝休日の場合は、その翌平日）

12/28～1/4

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

② 福岡タワー
●地下鉄「西新」下車徒歩約20分

●西鉄バス「福岡タワー」「福岡タワー南口」下車徒歩約1分

福岡市早良区百道浜2-3-26

TEL:092-823-0234

9:30～22:00

※イベントにより変更の場合あり
6月最終週の月・火曜日

展望料

大人800円/小・中学生500円/４歳児以上200円

→大人720円/小・中学生450円/４歳児以上180円

③ 福岡市美術館
●地下鉄「大濠公園」「六本松」下車徒歩約10分

●西鉄バス「福岡市美術館東口」「福岡城NHK放送センター入口」

下車徒歩約３分、「赤坂三丁目」下車徒歩約5分

福岡市中央区大濠公園1-6

TEL:092-714-6051

9:30～17:30

※7～10月の金土曜日は20:00まで開館

（入館は閉館の30分前まで）

月曜日

（祝休日の場合は、その翌平日）

12/28～1/4

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

④ 福岡アジア美術館
●地下鉄「中洲川端」下車（6番出口）すぐ

●西鉄バス「川端町・博多座前」下車すぐ

福岡市博多区下川端町3-1

リバレインセンタービル7･8階

TEL:092-263-1100

【ギャラリー】9:30～18:00

※金土曜日は20:00まで開館

（入室は閉室30分前まで）

水曜日

（祝休日の場合はその翌平日）

12/26～1/1

常設展観覧料（ギャラリー）

　大人200円/高校・大学生150円

→大人150円/高校・大学生100円

⑤ 「博多町家」ふるさと館
●地下鉄「祇園」下車徒歩約5分

●西鉄バス「祇園町」下車徒歩約５分、「キャナルシティ博多前」

下車徒歩約３分

福岡市博多区冷泉町6-10

TEL:092-281-7761

10：00～18：00（入館は17:30まで）

　※7･8月は9:00開館

【みやげ処】10:00～18:00

第4月曜日（祝休日の場合は、翌平日）

12/29～12/31

※「みやげ処」は営業

入館料

　一般200円

→一般150円

⑥ JF福岡ぎょれん「博多漁師処」
●地下鉄「赤坂」下車徒歩約5分

●西鉄バス「長浜二丁目」「法務局前」下車徒歩約2分

福岡市中央区舞鶴2-4-19

TEL:092-809-2826
９:30～17:00 土・日曜、祝日 夕焼け明太子お買い上げの方にいわし明太２尾プレゼント

⑦ アサヒビール園　博多店
●ＪＲ鹿児島本線「竹下駅」下車(東口)徒歩約4分

●西鉄バス「アサヒビール前」下車すぐ

福岡市博多区竹下3-2-19

TEL:092-482-7887

11:30～22:00

（最終入店21:00、ラストオーダー21:30）

年末年始

※設備点検のための店休日あり

アサヒビール園博多駅店にて飲食をされた方に

「アサヒスーパードライエクストラコールド（375ml）」

1杯サービス　※ただし、20歳以上の方を対象

⑧ マリンワールド海の中道
●ＪＲ香椎線「海ノ中道駅」下車徒歩約５分

※地下鉄(箱崎線)･西鉄(貝塚線)「和白駅」でJR香椎線に乗り換え

●西鉄バス「マリンワールド海の中道」下車徒歩約３分

福岡市東区大字西戸崎18-28

TEL:092-603-0400

通常営業　9:30～17:30

※季節により異なるため、HPにてご確認くださ

い。

2月第1月曜日とその翌日（2日間）

入館料

大人（高校生以上）2,350円、小中学生1,100円、幼児（3歳以

上）600円、シニア（60歳以上）1,880円

→入館料20%off

⑨ 国営海の中道海浜公園

●ＪＲ香椎線「海ノ中道駅」下車、入口すぐ

※大芝生広場、花の丘ご利用の場合は「西戸崎駅」下車、「西口」

まで徒歩約10分

●西鉄バス「マリンワールド海の中道」下車、入口まで徒歩約３分

福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL:092-603-1111

9:30～17:30

（11～2月は17:00まで）

※イベントにより変更の場合あり

※2021年は、10/3と10/16は無料入園日

2月の第1月曜日とその翌日

12/31～1/1

海の中道海浜公園オリジナルポストカードをプレゼント

※無くなり次第終了

⑩ ざうお本店
●ＪＲ筑肥線「今宿駅」下車、昭和バス(乗り換え)西の浦線「ざう

お本店前」下車徒歩約１分

福岡市西区大字小田79-6

TEL:092-809-2668
11:30～22:00（ラストオーダー21:00） ※直接店舗にお問い合わせください。 ソフトドリンク１杯サービス

⑪ 福岡市海づり公園
●ＪＲ筑肥線「今宿駅」下車、昭和バス(乗り換え)西の浦線「海づ

り公園前」下車すぐ

福岡市西区大字小田字池ノ浦地先

TEL:092-809-2666

6:00（11～3月は7:00から）～18:00（12月は17

時まで、4･9月は19時まで、5～8月は20時ま

で、）

火曜日

（祝日の場合はその翌日）

12/29～1/3

釣り代金10%off

【参考】釣台使用料(4時間以内)：大人1,000円　小人500円

※入園料(見学のみ・釣台に入ることはできません)：大人200

円　小人100円

⑫ 今津運動公園
●ＪＲ筑肥線「今宿駅」下車、昭和バス(乗り換え）西の浦線「今津

運動公演前」下車すぐ

福岡市西区今津字津本2201

TEL:092-807-6625

※施設により異なるため、HPにてご確認くださ

い。
年中無休

アイスクリーム３０円引き

中華まん２０円引き（10～3月）

⑬ 宝蔵（観世音寺） ●西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約20分
太宰府市観世音寺5丁目6-1

TEL:092-922-1811

9:00～17:00

（入館は16:30まで）
年中無休

入館料が団体料金の適用となります

一般500円/高校生・大学生300円/小・中学生150円

→一般300円/高校生・大学生200円/小・中学生100円

⑭ 西鉄太宰府駅レンタサイクル ●西鉄電車「太宰府駅」下車すぐ

西鉄太宰府駅

TEL:092-922-2024

※電話番号は西鉄「二日市駅」

9:00～18:00

年休無休

※年末年始の駅業務多忙期に休業する場

合あり

貸出料金　100円引き

※返却場所：西鉄太宰府駅、西鉄都府楼前駅

⑮ 宝物殿（太宰府天満宮） ●西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約6分
9:00～16:30

（入館は16:00まで）

月曜日

※祝日・振替休日の場合は開館

※展示替えのため臨時休館あり

入館料が団体料金の適用となります

一般500円/高校生・大学生200円/小・中学生100円

→一般400円/高校生・大学生100円/小・中学生50円

⑯ 管公歴史館（太宰府天満宮） ●西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約7分
9:00～16:30

（入館は16:00まで）
火曜日、水曜日

入館料が団体料金の適用となります

一般200円/高校生・大学生150円/小・中学生100円

→一般150円/高校生・大学生75円/小・中学生50円

⑰ だざいふ遊園地 ●西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約8分

太宰府市宰府4丁目7-8

（太宰府天満宮境内）

TEL:092-922-3551

【平　日】10:30～16:30

【土休日】10:00～17:00
HPにてご案内

入園料100円引き

※園内の乗り物は別途料金が必要です。

（作成：福岡観光コンベンションビューロー）

太宰府市宰府4丁目7-1

（太宰府天満宮境内）

TEL:092-922-8225（9:00～17:00）
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