＜ 2018 年 10 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日＞

●案内
エース JTB

サンキュー チョ イス レンタカ ープラン専用

ＢＯＸ NO.

九州カップグルメ満喫チ ケ ット

３１７３９

九州カップグルメ

｢ エースＪＴＢ 九州満喫チケット」は、以下のレンタカー営業所でお渡しします。
＜九州カップグルメ レンタカー対象営業所＞
※カップグルメは 1 台に 1 冊（但し、ＷＳ・ＷＡクラスは 1 台につき 2 冊）となります。また、チケット 1 枚につき 1 カッ
プ提供致します。追加で購入を希望する場合は、現地にてお買い求めください。

【トヨタレンタカー】
店舗名
北九州空港カウンター店
小倉駅南口店
小倉駅前店
福岡空港店
博多駅博多口店
博多駅前店
新鳥栖駅前店
佐賀空港受付カウンター店
長崎空港店
大浦店
佐世保駅前店
ハウステンボス店
熊本空港店
熊本駅前店
熊本新幹線口店
天草店
八代店
人吉店
阿蘇駅前店
大分空港店
別府駅前店
別府店
大分駅前店
宮崎空港店
宮崎店
鹿児島空港店
鹿児島中央駅店
新幹線鹿児島中央駅西口店
出水店
川内駅前店
指宿店
【ニッポンレンタカー】
店舗名
北九州空港カウンター営業所
小倉駅新幹線口営業所
博多駅新幹線口筑紫口営業所
博多駅新幹線口博多口営業所
福岡空港第１営業所
福岡空港第２営業所
長崎空港前営業所
長崎駅前営業所
佐世保駅前営業所
熊本空港営業所
熊本駅白川口営業所
熊本駅新幹線口営業所
大分空港営業所
別府営業所
宮崎空港営業所
宮崎駅前営業所
鹿児島空港営業所
鹿児島中央駅西口営業所
鹿児島中央駅東口営業所

（2018.7.27 更新）

電話番号
㻜㻥㻟㻙㻠㻣㻠㻙㻟㻢㻢㻢
㻜㻥㻟㻙㻡㻝㻞㻙㻝㻠㻜㻜
㻜㻥㻟㻙㻡㻝㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻞㻙㻢㻞㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻞㻙㻠㻟㻞㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻞㻙㻠㻠㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻠㻞㻙㻤㻞㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻡㻞㻙㻠㻢㻙㻜㻝㻞㻜
㻜㻥㻡㻣㻙㻡㻟㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻡㻙㻤㻞㻡㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻡㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻣㻙㻝㻞㻜㻜
㻜㻥㻢㻙㻞㻟㻞㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻙㻟㻝㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻙㻞㻝㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻙㻞㻝㻝㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻡㻙㻟㻞㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻢㻙㻞㻞㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻢㻣㻙㻟㻡㻙㻡㻡㻝㻝
㻜㻥㻣㻤㻙㻢㻣㻙㻜㻜㻜㻣
㻜㻥㻣㻣㻙㻞㻡㻙㻜㻜㻣㻣
㻜㻥㻣㻣㻙㻞㻞㻙㻣㻝㻣㻝
㻜㻥㻣㻙㻡㻠㻡㻙㻜㻝㻡㻡
㻜㻥㻤㻡㻙㻡㻢㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻤㻡㻙㻞㻢㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻥㻡㻙㻡㻤㻙㻞㻟㻜㻢
㻜㻥㻥㻙㻞㻡㻜㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻥㻙㻞㻤㻡㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻥㻢㻙㻢㻟㻙㻝㻟㻜㻜
㻜㻥㻥㻢㻙㻞㻡㻙㻜㻝㻜㻜
㻜㻥㻥㻟㻙㻞㻢㻙㻟㻢㻜㻜
電話番号
㻜㻥㻟㻙㻠㻣㻠㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻟㻙㻡㻞㻝㻙㻤㻡㻝㻝
㻜㻥㻞㻙㻠㻝㻠㻙㻣㻡㻟㻡
㻜㻥㻞㻙㻠㻡㻝㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻞㻙㻢㻞㻞㻙㻝㻤㻤㻡
㻜㻥㻞㻙㻢㻞㻢㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻡㻣㻙㻡㻠㻙㻟㻝㻞㻟
㻜㻥㻡㻙㻤㻞㻝㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻠㻙㻣㻠㻞㻞
㻜㻥㻢㻙㻞㻤㻥㻙㻞㻟㻡㻟
㻜㻥㻢㻙㻟㻡㻥㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻢㻙㻟㻝㻞㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻣㻤㻙㻢㻣㻙㻟㻟㻞㻠
㻜㻥㻣㻣㻙㻞㻞㻙㻢㻝㻤㻝
㻜㻥㻤㻡㻙㻡㻢㻙㻡㻜㻜㻣
㻜㻥㻤㻡㻙㻞㻡㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻥㻡㻙㻡㻤㻙㻞㻡㻟㻥
㻜㻥㻥㻙㻤㻝㻟㻙㻜㻥㻝㻥
㻜㻥㻥㻙㻞㻡㻤㻙㻟㻟㻟㻢

備考

長崎駅対応

備考
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●案内
エース JTB

サンキュー チョ イス レンタカ ープラン専用

ＢＯＸ NO.

九州カップグルメ満喫チ ケ ット

３１７３９

九州カップグルメ

｢ エースＪＴＢ 九州満喫チケット」は、以下のレンタカー営業所でお渡しします。
＜九州カップグルメ レンタカー対象営業所＞
※カップグルメは 1 台に 1 冊（但し、ＷＳ・ＷＡクラスは 1 台につき 2 冊）となります。また、チケット 1 枚につき
1 カップ提供致します。追加で購入を希望する場合は、現地にてお買い求めください。

【オリックスレンタカー】
店舗名
北九州空港受付カウンター
福岡空港ターミナル前店
博多駅博多口店
博多駅筑紫口店
長崎空港店
長崎駅前店
大分空港店
別府駅前店
熊本空港益城店
熊本空港西原店
熊本駅新幹線口店
宮崎空港フェニックス店
宮崎空港ベアーズ店
鹿児島空港店
鹿児島中央駅前店

【駅レンタカー九州】
店舗名
小倉駅レンタカー営業所
博多駅レンタカー営業所
久留米駅レンタカー営業所
佐賀駅レンタカー営業所
長崎駅レンタカー営業所
佐世保駅レンタカー営業所
熊本駅レンタカー営業所
中津駅レンタカー営業所
別府駅レンタカー営業所
大分駅レンタカー営業所
由布院駅レンタカー営業所
宮崎駅レンタカー営業所
鹿児島中央駅レンタカー営業所
川内駅レンタカー営業所
指宿駅レンタカー営業所

（2018.7.27 更新）

電話番号
㻜㻥㻟㻙㻠㻣㻠㻙㻜㻤㻞㻜
㻜㻥㻞㻙㻢㻞㻠㻙㻥㻥㻝㻝
㻜㻥㻞㻙㻠㻝㻝㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻞㻙㻠㻟㻝㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻡㻣㻙㻡㻠㻙㻢㻡㻡㻡
㻜㻥㻡㻙㻤㻞㻣㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻣㻤㻙㻢㻣㻙㻟㻠㻟㻡
㻜㻥㻣㻣㻙㻞㻞㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻢㻙㻞㻟㻞㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻢㻙㻞㻣㻥㻙㻠㻡㻡㻡
㻜㻥㻢㻙㻟㻡㻠㻙㻤㻢㻥㻠
㻜㻥㻤㻡㻙㻡㻢㻙㻜㻝㻝㻝
㻜㻥㻤㻡㻙㻢㻜㻙㻟㻥㻜㻜
㻜㻥㻥㻡㻙㻡㻤㻙㻠㻝㻤㻞
㻜㻥㻥㻙㻞㻡㻢㻙㻜㻜㻤㻞

電話番号
㻜㻥㻟㻙㻡㻟㻝㻙㻝㻥㻠㻞
㻜㻥㻞㻙㻠㻟㻝㻙㻡㻝㻡㻞
㻜㻥㻠㻞㻙㻟㻣㻙㻟㻤㻞㻞
㻜㻥㻡㻞㻙㻞㻥㻙㻢㻞㻥㻡
㻜㻥㻡㻙㻤㻞㻢㻙㻜㻠㻤㻜
㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻡㻙㻠㻜㻞㻝
㻜㻥㻢㻙㻟㻡㻞㻙㻠㻟㻝㻟
㻜㻥㻣㻥㻙㻞㻡㻙㻜㻡㻤㻞
㻜㻥㻣㻣㻙㻞㻠㻙㻠㻠㻞㻤
㻜㻥㻣㻙㻡㻜㻜㻙㻤㻤㻤㻜
㻜㻥㻣㻣㻙㻤㻠㻙㻡㻡㻡㻥
㻜㻥㻤㻡㻙㻞㻠㻙㻣㻞㻜㻢
㻜㻥㻥㻙㻞㻡㻤㻙㻝㻠㻝㻞
㻜㻥㻥㻢㻙㻞㻟㻙㻝㻞㻢㻢
㻜㻥㻥㻟㻙㻞㻟㻙㻟㻤㻣㻥

備考

備考
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エースＪＴＢ

サンキュー チョ イス レンタカ ープラン専用

ＢＯＸ NO.

九州カップグルメ満喫チ ケ ット

３１７３９

九州カップグルメ満喫チケット

利用可能施設

エースＪＴＢ 九州カップグルメ満喫チケットは、以下の施設に有効です。
( 営業時間、休業日は、予告なく変更になる場合がありますので、ご注意ください。)
※カップグルメは 1 台に 1 冊（但し、ＷＳ・ＷＡクラスは 1 台につき 2 冊）となります。また、チケット 1 枚につき 1 カップ提供致します。
追加で購入を希望する場合は、現地にてお買い求めください。
※不定休や臨時休業の場合がありますので事前に店舗にご連絡のうえご確認ください。
※詳細は、レンタカー貸出時にお渡しする「チケット対象施設一覧」をご覧ください。
№

県名

1

福岡

糸島だんご本舗（本店）

施設名

福岡県糸島市二丈武499

092-331-6965

2

福岡

食工房たまひろ

福岡県糸島市志摩井田原55-6

092-327-2143

3

福岡

DeLi門司港店

4

福岡

5

佐賀

大宰府参道天山
三瀬ルベール牧場
どんぐり村 森のカフェ

住所

福岡県太宰府市宰府2-7-12

092-918-2230

佐賀県佐賀市三瀬村杠2234-67

0952-56-2141

10：00～16：00

福岡県北九州市門司区港町5-1
海峡プラザ西館1階

6

佐賀

武雄温泉物産館

7

佐賀

うれしの お茶ちゃ村

佐賀県嬉野市嬉野町大字
岩屋川内乙3537

8

佐賀

から揚げ ドンドン
有田本店

9

佐賀

萬坊 呼子朝市通り点

佐賀

呼子よかよか探検隊

11

長崎

アティックコーヒー

営業時間
10：00～17：00
（ラストオーダー16：45）
12：00～18：00
（ラストオーダー17：30）
10：00～20：00
（ラストオーダー19：50）
※年末年始時間短縮あり
8：30～17：30

佐賀県武雄市武雄町大字昭和
805

10

電話番号

佐賀県西松浦郡有田町
大木宿乙2108
佐賀県唐津市呼子町殿の浦
4185-11
佐賀県唐津市呼子町呼子
ふれあい広場
長崎市出島1-1-109
長崎出島ワーフ内

093-322-1230

0954-22-4597
0954-43-1188
0955-46-4660
0955-82-3008
0955-82-3451
095-820-2366

12

長崎

長崎の路地裏café

長崎県長崎市古川町5-15

095-895-8997

13

長崎

萬順 眼鏡橋店

長崎県長崎市諏訪町6-3

095-893-8804

14

長崎

かせやCAFÉ

長崎県雲仙市小浜町雲仙315

0957-73-3321

15

長崎

長崎オランダ村
（カフェ ポルテ）

長崎県西海市西彼町喰場郷1683-4

0959-27-0209

16

熊本

17

熊本

熊本県熊本市中央区南千反畑町
13-16
湧水かんざらしの店 結 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3204

0967-22-5488

18

熊本

あそ路

0967-35-0924

19

熊本

天草海鮮蔵

20
21

熊本
熊本

22

老舗 くさは餅本舗

熊本県阿蘇市的石1476-1

096-359-0788

8：30～17：30
（ラストオーダー17：00）
8：30～18：00
（ラストオーダー17：20）
1/1は 12：00～16：00
10：00～19：30
（ラストオーダー19：00）
8：00～17：00

定休日

マップコード

木曜

224365818*27

不定、年始（1/1～3）

224607100*60

期間中無休
1月に整備点検の為
1日休業予定
不定休
火曜・水曜
（8/14・15は営業）

16715117*68
553348845*68
87858246*28

期間中無休

104409155*00

期間中無休

461581133*12

年始（1/1～3）

307777369*23

元旦（1/1）

182722049*82

8：30～11：30
日曜のみ営業
182722048*48
※なくなり次第終了
荒天時は休業の場合あり
10：00～19：00
不定休・
443854802*56
（土日祝11：00～18：30）
年末年始（12/29～1/2）
10：00～19：00
不定休・
44270085*28
（ラストオーダー18：30）
年末年始（12/30～1/3）
10：00～19：00
不定休・年末年始（12/31～1/2） 44270237*74
7：00～17：30
※パン売切時に
水曜、12/27、1/4～6
173556616*80
閉店する場合あり
11：30～16：00
水曜
262856847*77
（ラストオーダー15：30）
9：30～17：00
月曜
29491517*27
（ラストオーダー16：30）
10：00～18：00
水曜（祝日の場合は営業）
256704664*10
11：00～15：00
月曜（祝日の場合は翌日）、年末年
※但し、材料がなくなり次第
256601877*75
始（12/31、1/1）
閉店することがあります。
11：30～16：00
不定休
254755461*88
（年末年始営業時間の短縮有）
10：00～17：00
年末年始（12/31～1/1）
677037223*74
9：00～17：00
年末年始（12/31～1/1）
372666823*66
8：00～20：00
火曜、年始（1/1～3）
265015238*14
（ラストオーダー19：30）
※1/2～3対応不可
11：00～20：00
（ラストオーダー19：50）
期間中無休
145577400*12
年末年始は短縮営業あり
木曜（祝日の場合は営業）、
11：00～17：00
202847710*17
元旦（1/1）
8：00～13：00
年末年始（12/31～1/3）
328428175*38
（ラストオーダー12：00）
期間中無休
10：00～17：00
※混雑時はお時間をいただく場合 330741549*77
があります
16：30～21：30
※売り切れとなる場合が
月曜
219136695*78
あります。
9：00～18：00
期間中無休
136195769*07
9：00～16：30
期間中無休
843161737*21
9：00～16：30
期間中無休
274536277*33
10：00～18：30
不定休・年末年始
42007576*01
（ラストオーダー18：00）
11：30～14：30
（ラストオーダー14：00）
年末年始（12/29～1/2）
42006529*28
17：30～22：00
（ラストオーダー21：00）

藍のあまくさ村
リゾラテラス天草

熊本県天草市五和町鬼池
4733−1
熊本県上天草市大矢野町登立910
熊本県上天草市松島町合津6215-16

0964-56-5151
0969-56-3450

大分

喫茶 紙ふうせん

大分県杵築市大内4537-5

0978-62-3984

23

大分

元祖中津からあげ
もり山 万田本店

大分県中津市大字万田566-5

0979-24-2222

25

大分

麦屋カフェ

大分県日田市豆田町9-2

0973-28-5582

26

大分

吉野鶏めし保存会

大分県大分市大字吉野原278

097-595-0332

27

大分

道の駅高千穂
レストラン

宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井
1296-5

0982-72-3100

28

宮崎

たかなべギョーザ

宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町657

0983-22-2531

29
30
31

宮崎 はまぐり碁石の里
宮崎 青島屋
宮崎 三ツ和荘

宮崎県日向市平岩8491
宮崎県宮崎市青島2-12-11
宮崎県日南市大字宮浦3240

0982-54-7373
0985-65-1121
0987-29-1131

32 鹿児島 薩摩家 いづろ店

鹿児島県鹿児島市金生町7-6

099-216-1888

33 鹿児島 郷土料理 さつま路

鹿児島県鹿児島市東千石町6-29

099-226-0525

カフェ 彼女の家
天文館店
クロズ ファーム カフェ
35 鹿児島
アンド マーケット
黒酢レストラン
36 鹿児島
黒酢の郷 桷志田

鹿児島県鹿児島市東千石町8-18
Rストーンビル地階

099-223-2888

11：00～21：30

期間中無休

42006533*25

099-204-9511

10：00～19：00
（ラストオーダー18：00）

年始（1/1・2）

393575119*02

鹿児島県霧島市福山町福山字大田
311-2

0995-55-3231

8：30～17：30

年末年始（12/31～1/2）

216218359*30

37 鹿児島 池田湖パラダイス

鹿児島県指宿市池田湖畔

0993-26-2211

38 鹿児島 知覧パラダイス

鹿児島県南九州市知覧町郡
特攻平和公園内

34 鹿児島

鹿児島県鹿児島市上之園町21-15

枕崎お魚センター
42 鹿児島
鹿児島県枕崎市松之尾町33-1
展望レストラン「ぶえん」

（2018.7.27 更新）

0969-52-7707

0993-83-3211
0993-83-3211

8：30～17：30
（ラストオーダー16：00）
9：00～16：30
（ラストオーダー16：00）

期間中無休

285275233*28

期間中無休
（12/31は取扱不可）

198412061*05

11：00～15：00

期間中無休

198034867*80
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