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※黄色網掛けしている列車が竹下駅に臨時停車します。

普通 普通 普通 快速 普通9
12 31 39 44 56

普通 普通 普通 快速 普通10
08 24 38 43 57

区間快速 区間快速 普通 快速 区間快速11
00 21 37 44 58

区間快速 普通 快速 区間快速12
21 37 44 57

小倉 小倉

海老津 門司港 小倉 小倉

小倉 赤間 小倉 小倉

門司港 小倉 小倉

門司港 門司港 門司港

※黄色網掛けしている列車が竹下駅に臨時停車します。

普通 快速 普通 普通 普通18
07 19 23 37 55

福間

区間快速 普通 普通 普通 普通19
03 07 23 39 56

博多

区間快速 区間快速 普通 普通20
01 15 26 47

門司港

快速 普通 普通 普通21
05 09 26 45

博多

鳥栖 鳥栖 鳥栖 南福岡

南福岡 鳥栖 二日市 南福岡 二日市 南福岡

鳥栖 二日市 荒木

鳥栖 二日市 荒木

普通 普通 普通 快速9
08 22 44 49

53

普通 普通 普通 快速 普通 普通10
00 05 22 39 46

普通 普通 区間快速 普通11
13 30 44 47

二日市

普通 普通 区間快速 普通12
09 30 44 47

二日市

※黄色網掛けしている列車が竹下駅に臨時停車します。

二日市 大牟田 荒木 鳥栖

原田 鳥栖 荒木 原田

荒尾 大牟田 荒木 二日市 南福岡

肥前浜 久留米 荒木

普通 普通 普通 快速 普通18
01 13 30 48 54

荒木

20
06 16 33 46 50

久留米

普通 普通 普通 快速 普通19
04 14 32 46 51

荒木

31 48

二日市

59

普通 普通 普通 快速 普通 普通

※黄色網掛けしている列車が竹下駅に臨時停車します。

普通 快速 普通 普通21
18 27

2022年３月 24日 

 
三井ショッピングパーク ららぽーと福岡開業に伴い、 
土休日を中心に一部の快速・区間快速列車が 

竹下駅に臨時停車します！！ 
三井ショッピングパーク ららぽーと福岡（竹下駅から徒歩約 9 分）の開業に伴い、JR 九州では、

開業から６月末までの土休日を中心に、一部の快速・区間快速列車（1 日あたり 28 本）が竹下駅に

臨時停車します。ららぽーと福岡へのお出かけが大変便利になるこの機会に是非、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 快速・区間快速列車が、9時～22時台の毎時上下 1本、竹下駅に停車します！ 
 

【竹下駅に臨時に停車する日】 

4/25（月）～5/8（日）、および 5/14（土）～6/26（日）までの土休日 
 

▼お出かけに便利な 9～12時台の竹下駅 発車時刻表（休日） 

【博多方面から】                       【鳥栖方面から】 

 

 

 

 

 

 
 

▼お帰りに便利な 18～21時台の竹下駅 発車時刻表（休日） 

【博多方面へ】                          【鳥栖方面へ】 

 

 

 

 

 

 

※13時～17時台、22時台についても、毎時 1本ずつ竹下駅に臨時に停車いたします。 

※その他に臨時に停車する列車や時刻については別紙を参照ください。 

 

9時～22時台博多方面・鳥栖方面から毎時 1本、快速・区間快速列車が臨時停車！ 

 

©創通・サンライズ 



別紙 竹下駅に臨時停車する列車のお知らせ  

◎小倉・博多方面から鳥栖・久留米方面の列車 

（主な駅のみ記載）▼４月25日（月）～5月 8日（日）、および5月 14日（土）～6月 26日（日）までの土休日 

種別 始発駅 小倉 折尾 福間 博多 竹下 鳥栖着 久留米着 記事 その他途中停車駅 

快速 門司港 8:36 8:56 9:22 9:46 9:49 着/9:49 発 ― ― 
土休日運転 

南福岡行き 

小森江、門司、西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、 

香椎、千早、吉塚 

快速 小倉 8:36 8:56 9:22 9:49 9:52 着/9:52 発 ― ― 
平日運転 

南福岡行き 
西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚 

快速 小倉 9:13 9:37 9:58 10:30 10:33 着/10:33 発 11:03 11:10 
平日運転 

荒木行き 

西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、

南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

快速 小倉 9:22 9:44 10:10 10:36 10:39 着/10:39 発 ― ― 
土休日運転 

南福岡行き 
西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚 

区快 海老津 ― ― 11:04 11:41 11:44 着/11:44 発 12:11 12:17 荒木行き 博多までの各駅、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

区快 海老津 ― ― 12:04 12:41 12:44 着/12:44 発 13:11 13:17 荒木行き 博多までの各駅、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

区快 海老津 ― ― 13:04 13:41 13:44 着/13:44 発 14:11 14:17 荒木行き 博多までの各駅、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

区快 海老津 ― ― 14:04 14:41 14:44 着/14:44 発 15:11 15:17 荒木行き 博多までの各駅、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

区快 海老津 ― ― 15:04 15:41 15:44 着/15:44 発 16:11 16:17 羽犬塚行き 博多までの各駅、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、荒木、西牟田 

区快 小倉 15:22 15:47 16:20 16:43 16:46 着/16:46 発 17:11 17:19 荒木行き 
福間までの各駅、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、南福岡、大野城、 

二日市、原田、基山、 

快速 門司港 16:33 16:58 17:19 17:43 17:46 着/17:47 発 18:12 18:19 羽犬塚行き 
小森江、門司、西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、 

香椎、千早、吉塚、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、荒木 

快速 門司港 17:30 17:50 18:15 18:45 18:48 着/18:48 発 19:14 19:21 荒木行き 
小森江、門司、西小倉、戸畑、八幡、黒崎、赤間、東郷、古賀、福工大前、 

香椎、千早、吉塚、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

快速 小倉 18:30 18:50 19:16 19:43 19:46 着/19:46 着 20:13 20:19 荒木行き 
西小倉、戸畑、八幡、黒崎、海老津、赤間、東郷、古賀、福工大前、香椎、 

千早、吉塚、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

快速 小倉 19:29 19:50 20:17 20:43 20:46 着/20:46 発 21:14 21:22 久留米行き 
西小倉、戸畑、八幡、黒崎、海老津、赤間、東郷、古賀、福工大前、香椎、 

千早、吉塚、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

快速 門司港 20:15 20:36 20:59 21:23 21:26 着/21:27 発 21:52 22:01 久留米行き 
小森江、門司、西小倉、戸畑、八幡、黒崎、海老津、赤間、東郷、古賀、 

福工大前、香椎、千早、吉塚、南福岡、大野城、二日市、原田、基山 

区快 小倉 20:55 21:20 21:53 22:20 22:23 着/22:24 発 22:52 23:03 久留米行き 
福間までの各駅、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、南福岡、大野城、 

二日市、原田、基山 

 

 

 

 



◎久留米・鳥栖方面から博多・小倉方面への列車 

（主な駅のみ記載）▼４月25日（月）～5月 8日（日）、および5月 14日（土）～6月 26日（日）までの土休日 

種別 始発駅 久留米 鳥栖 竹下 博多着 福間着 折尾着 小倉着 記事 その他途中停車駅 

快速 荒木 9:10 9:16 9:43 着/9:43 発 9:46 10:14 10:36 10:59 
平日運転 

小倉行き 

基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉 

快速 荒尾 9:07 9:14 9:43 着/9:44 発 9:47 10:12 10:35 10:59 
土休日運転 

小倉行き 

大牟田、瀬高、筑後船小屋、羽犬塚、荒木、基山、原田、二日市、大野城、 

南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、 

西小倉 

快速 荒木 10:03 10:09 10:40 着/10:41 発 10:44 11:12 11:34 11:55 
平日運転 

小倉行き 

基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉 

快速 荒木 10:09 10:16 10:42 着/10:43 発 10:46 11:12 11:34 11:55 
土休日運転 

小倉行き 

基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉 

快速 荒尾 11:10 11:17 11:43 着/11:44 発 11:47 12:13 12:34 12:55 小倉行き 

大牟田、瀬高、筑後船小屋、羽犬塚、荒木、基山、原田、二日市、大野城、 

南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、 

西小倉 

快速 久留米 12:10 12:17 12:43 着/12:44 発 12:47 13:13 13:34 13:55 小倉行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉 

区快 荒木 12:44 12:51 13:23 着/13:23 発 13:27 14:01 ― ― 海老津行き 基山、原田、二日市、大野城、南福岡、博多から海老津間の各駅 

区快 荒木 13:52 13:59 14:26 着/14:27 発 14:30 15:01 ― ― 海老津行き 基山、原田、二日市、大野城、南福岡、博多から海老津間の各駅 

快速 久留米 15:10 15:17 15:43 着/15:44 発 15:47 16:13 16:34 16:55 門司港行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉、門司、小森江 

区快 荒木 15:49 15:55 16:22 着/16:23 発 16:26 17:01 17:42 18:14 門司港行き 基山、原田、二日市、大野城、南福岡、博多から門司港間の各駅 

快速 久留米 16:48 16:56 17:21 着/17:22 発 17:25 17:48 18:09 18:36 門司港行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、黒崎、八幡、戸畑、西小倉、門司、小森江 

快速 荒木 17:40 17:48 18:18 着/18:19 発 18:22 18:48 19:10 19:36 門司港行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、海老津、黒崎、八幡、戸畑、西小倉、門司、小森江 

区快 荒木 18:29 18:36 19:02 着/19:03 発 19:06 19:30 20:02 20:27 小倉行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

福間から小倉間の各駅 

区快 羽犬塚 19:28 19:35 20:00 着/20:01 発 20:04 20:28 21:02 21:26 門司港行き 
西牟田、荒木、基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、 

福工大前、古賀、福間から門司港間の各駅 

快速 羽犬塚 20:32 20:38 21:04 着/21:05 発 21:08 21:32 21:56 22:25 門司港行き 
荒木、基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、 

古賀、東郷、赤間、海老津、黒崎、八幡、戸畑、西小倉、門司、小森江 

快速 鳥栖 ― 21:52 22:18 着/22:18 発 22:21 22:50 23:14 23:34 門司港行き 
基山、原田、二日市、大野城、南福岡、吉塚、千早、香椎、福工大前、古賀、 

東郷、赤間、海老津、黒崎、八幡、戸畑、西小倉、門司、小森江 

 


