
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 

 

※7、8 月追加運転日および 9 月運転日（9/22 まで）を掲載（2022 年 6 月 21 日） 

2022 年５月 20 日 
 
 

 
JR 九州では、夏季期間中（2022 年 7 月、８月）の新幹線、在来線特急列車の臨

時列車運転をお知らせしておりましたが、追加で臨時列車の運転を行います。また、
9 月の新幹線、在来線特急列車の臨時列車および「D＆S列車」の運転が決まりまし
たので、お知らせいたします。この機会に、是非、ご利用下さい。 
※9 月 23 日以降の臨時列車の運転日については、別途お知らせいたします。 

 

【臨時列車本数】 
新幹線 68本（＋26本）、在来線特急列車 1,436本（＋582本）、D＆S列車 1,661本（＋342本） 

( )内の本数は、5/20 時点からの追加本数を記載 

■ご利用が見込まれる時間帯を中心に夏季期間も引き続き、 

臨時列車を運転します。 

 

 ７月の３連休に合わせて、九州新幹線「さくら号」、在来線特急列車「かもめ

号」、「ハウステンボス号」の臨時列車を追加で運転します。 

 平日のみ博多駅 18 時 12 分発「つばめ 375号」を運転します。 

 「ソニック号」の博多発６本、大分発６本を毎日運転します。 

博多発：ソニック 71 号、73 号、75 号、77 号、79 号、81 号 

大分発：ソニック 70 号、72 号、74 号、76 号、78 号、80 号 

 「かもめ号」の博多発１本、長崎発１本を毎日運転します。 

博多発：かもめ 91 号、長崎発：かもめ 94 号 

 

■土曜・日曜・お盆期間を中心に九州を旅する「D&S 列車」を

運転します。 
※今後の新型コロナウイルス感染症による社会情勢やご利用状況等により一部列車を

運休する場合や追加で臨時列車を運転する場合があります。 

※運転計画を変更する場合は別途お知らせいたします。お客さまにはご迷惑おかけし

ますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

詳しくは、【別紙】「夏季（7 月～9 月）臨時列車の時刻・停車駅等のご案内」をご覧下さい。 

 

 

 

夏季期間の臨時列車運転【追加】のお知らせ 

《 列車のご予約は、便利な JR 九州インターネット予約をご利用ください 》 

https://train.yoyaku.jrkyushu.co.jp/ 

 《 新型コロナウイルス感染症予防対策についてはコチラ 》 

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/ 

修正 
 

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/


 別 紙  
 

 

 

夏季期間（7 月～9 月）の臨時列車の運転区間・時刻・運転日・途中停車駅をご案内します。 

▼山陽新幹線・九州新幹線 

「さくら」〔新大阪～鹿児島中央〕 
＜新大阪⇒鹿児島中央＞7 月の３連休に合わせて運転（追加） 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

さくら 575 号 新大阪 8:09 鹿児島中央 13:05 7/16 

新神戸、岡山、福山、広島、徳山、新山口、新下関、
小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、新八代、新水俣、
出水、川内 

さくら 577 号 新大阪 9:07 鹿児島中央 13:20 7/15～17 
新神戸、姫路、岡山、福山、広島、小倉、博多、 
新鳥栖、久留米、熊本、新八代、新水俣、出水、川内 

さくら 579 号 新大阪 10:18 鹿児島中央 14:40 7/16 
新神戸、姫路、岡山、福山、広島、小倉、博多、 
新鳥栖、久留米、熊本、新八代、新水俣、出水、川内 

さくら 585 号 新大阪 14:18 鹿児島中央 18:36 7/18 
新神戸、姫路、岡山、福山、広島、小倉、博多、 
新鳥栖、久留米、熊本、新八代、新水俣、出水、川内 

 

＜鹿児島中央⇒新大阪＞7 月の３連休に合わせて運転（追加） 
列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

さくら 576 号 鹿児島中央 7:24 新大阪 12:12 7/16 

川内、熊本、新玉名、新大牟田、筑後船小屋、久留米、
新鳥栖、博多、小倉、新山口、広島、福山、岡山、 
姫路、西明石、新神戸 

さくら 578 号 鹿児島中央 12:16 新大阪 16:28 7/18 
川内、熊本、久留米、新鳥栖、博多、小倉、徳山、 
広島、福山、岡山、姫路、新神戸 

さくら 580 号 鹿児島中央 13:06 新大阪 17:28 7/17.18 
川内、出水、新水俣、新八代、熊本、久留米、新鳥栖、
博多、小倉、徳山、広島、福山、岡山、姫路、新神戸 

さくら 582 号 鹿児島中央 17:25 新大阪 21:52 7/18 
川内、出水、新水俣、新八代、熊本、久留米、新鳥栖、 

博多、小倉、新山口、広島、福山、岡山、姫路、新神戸 

 

「つばめ」〔博多～熊本〕 
 
＜博多⇒熊本＞7/1～9/22 までの平日に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

つばめ 375 号 博多 18:12 熊本 19:02 

7/1.4～8.11～15.19～22.25～29 
8/1～5.8～10.12.15～19.22～26.29～31 
9/1.2.5～9.12～16.20～22 

新鳥栖、久留米、筑後船小屋、

新大牟田、新玉名 

 

「ソニック」〔博多～大分〕 
 
＜博多⇒大分＞7/1～9/22 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ソニック71号 博多 9:01 大分 11:06 

7/1～31 

8/1～31 

9/1～22 

折尾、黒崎、小倉、行橋、中津、別府 

ソニック73号 博多 9:57 大分 12:00 

ソニック75号 博多 10:57 大分 12:58 

ソニック77号 博多 11:57 大分 13:59 

ソニック79号 博多 12:57 大分 15:00 

ソニック81号 博多 13:57 大分 16:00 

 

夏季（7 月～9 月）の臨時列車の時刻・停車駅等のご案内 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 



 別 紙  
 
＜大分⇒博多＞7/1～9/22 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ソニック70号 大分 11:45 博多 13:46 

7/1～31 

8/1～31 

9/1～22 

別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック72号 大分 12:45 博多 14:46 

ソニック74号 大分 13:45 博多 15:47 

ソニック76号 大分 14:45 博多 16:47 

ソニック78号 大分 15:45 博多 17:49 

ソニック80号 大分 16:45 博多 18:49 

 

「かもめ」〔博多～長崎〕 
 
＜博多⇒長崎＞7/1～9/22 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かもめ 91 号 博多 10:15 長崎 12:20 

7/1～31 
8/1～31 
9/1～22 

二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、
諫早、浦上 

 

7 月～9 月の土休日等を中心に運転（追加） 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かもめ 93 号 博多 11:15 長崎 13:23 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.10.11.14.17～21 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、 
諫早、浦上 

かもめ 71 号 博多 12:15 長崎 14:26 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.11.18～21 

かもめ 73 号 博多 13:15 長崎 15:23 

9/14.17～21 かもめ 75 号 博多 14:15 長崎 16:22 

かもめ 77 号 博多 15:15 長崎 17:22 

 

＜長崎⇒博多＞7/1～9/22 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かもめ 94 号 長崎 15:46 博多 17:52 

7/1～31 
8/1～10.18～31 
9/1～22 

浦上、諫早、肥前鹿島、肥前山口 
佐賀、新鳥栖、鳥栖 

 

7 月～9 月の土休日等を中心に運転（追加） 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かもめ 92 号 長崎 14:46 博多 16:53 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.10.11.14.17～21 

浦上、諫早、肥前鹿島、佐賀、 
新鳥栖、鳥栖 

かもめ 70 号 長崎 11:37 博多 13:53 

9/14.17～21 

かもめ 72 号 長崎 12:45 博多 14:54 

かもめ 74 号 長崎 13:45 博多 15:54 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.11.18～21 

かもめ 76 号 長崎 17:51 博多 19:52 9/14.17～21 
浦上、諫早、肥前鹿島、肥前山口、 
佐賀、新鳥栖、鳥栖 

 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 
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「ハウステンボス」〔博多～ハウステンボス〕 
 
＜博多⇒ハウステンボス＞7 月～9 月の土休日等を中心に運転（追加） 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ハウステンボス

7 号 
博多 10:32 

ハウス 

テンボス 
12:31 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.10.11.14.17～21 

二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前山口、

武雄温泉、有田、早岐 

ハウステンボス

11 号 
博多 12:31 

ハウス 

テンボス 
14:22 

ハウステンボス

17 号 
博多 15:31 

ハウス 

テンボス 
17:21 

 

＜ハウステンボス⇒博多＞夏休み期間の土休日に運転（追加） 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ハウステンボス

16 号 

ハウス 

テンボス 
12:46 博多 14:34 

7/16～18.23.24.30.31 
8/6.7.20.21.27.28 
9/3.4.10.11.14.17～21 

早岐、有田、武雄温泉、肥前山口、 

佐賀、新鳥栖、鳥栖、二日市 

ハウステンボス

18 号 

ハウス 

テンボス 
13:46 博多 15:34 

ハウステンボス

26 号 

ハウス 

テンボス 
17:46 博多 19:34 

 

 

 

 

 

「ゆふいんの森」〔博多～由布院・別府〕 
 

＜博多⇒由布院・別府＞7/1～9/22 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ゆふいんの森 1 号 博多 9:24 由布院 11:37 

7/1～31 
8/1～31 
9/1～22 

鳥栖、久留米、日田、天ケ瀬、 

豊後森 

ゆふいんの森 3 号 博多 10:24 別府 13:37 

7/1～10.15～31 
8/1～31 
9/1～4.8～11.16～22 

鳥栖、久留米、日田、天ケ瀬、 

豊後森、由布院、大分 

ゆふいんの森 5 号 博多 14:35 由布院 16:46 

7/1～31 
8/1～31 
9/1～22 

鳥栖、久留米、日田、天ケ瀬、 

豊後森 

※「ゆふいんの森 3 号」が運転しない日は、同時刻・同停車駅でゆふの車両を用いて「ゆふ 73 号」を運転いたします。 
 

＜別府・由布院⇒博多＞7/1～9/22 まで毎日運転 
列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ゆふいんの森 2 号 由布院 12:08 博多 14:20 

7/1～31 
8/1～31 
9/1～22 

豊後森、天ケ瀬、日田、久留米、 

鳥栖 

ゆふいんの森 4 号 別府 14:41 博多 18:05 

7/1～10.15～31 
8/1～31 
9/1～4.8～11.16～22 

大分、由布院、豊後森、天ケ瀬、 

日田、久留米、鳥栖 

ゆふいんの森 6 号 由布院 17:07 博多 19:22 

7/1～31 
8/1～31 
9/1～22 

豊後森、天ケ瀬、日田、久留米、 

鳥栖 

※「ゆふいんの森 4 号」が運転しない日は、同時刻・同停車駅でゆふの車両を用いて「ゆふ 74 号」を運転いたします。 

 

九州を旅する「Ｄ＆Ｓ列車」の運行について 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 
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「あそぼーい！」〔熊本～別府〕 
 

＜熊本⇒別府＞7/2～18、9/3～19 の土日祝、7/23～8/31 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

あそぼーい！ 熊本 9:09 別府 12:32 

7/2.3.９.10.16～18.23～31 
8/1～31 
9/3.4.10.11.17～19 

新水前寺、水前寺、武蔵塚、光の森、
肥後大津、立野、赤水、阿蘇、宮地、
豊後荻、豊後竹田、緒方、三重町、 
中判田、大分 

※「あそぼーい！」が運転しない日は、同時刻・同停車駅で「九州横断特急 81 号」を運転いたします。 

 

＜別府⇒熊本＞7/2～18、9/3～19 の土日祝、7/23～8/31 まで毎日運転  

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

あそぼーい！ 別府 15:12 熊本 18:29 

7/2.3.９.10.16～18.23～31 
8/1～31 
9/3.4.10.11.17～19 

大分、中判田、三重町、緒方、 
豊後竹田、豊後荻、宮地、阿蘇、 
赤水、立野、肥後大津、光の森、 
武蔵塚、水前寺、新水前寺 

※「あそぼーい！」が運転しない日は、同時刻・同停車駅で「九州横断特急 84 号」を運転いたします。 
 

「A 列車で行こう」〔熊本～三角〕 
 

＜熊本⇒三角＞7/2～18、9/4～19 の土日祝、7/23～8/31 まで毎日運転  

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

A列車で行こう1号※ 熊本 10:36 三角 11:13 7/2.3.９.10.16～18.23～31 
8/1.3～31 
9/4.10.11.17～19 

宇土 
A列車で行こう3号※ 熊本 12:24 三角 13:03 

A 列車で行こう 5 号 熊本 14:37 三角 15:15 

7/2.3.９.10.16～18.23～31 
8/1～31 
9/4.10.11.17～19 

※8/2 の「A 列車で行こう１号、３号」は運休となります。 

 

＜三角⇒熊本＞7/2～18、9/4～19 の土日祝、7/23～8/31 まで毎日運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

A列車で行こう2号※ 三角 11:19 熊本 11:56 

7/2.3.９.10.16～18.23～31 
8/1.3～31 
9/4.10.11.17～19 

宇土 
A 列車で行こう 4 号 三角 13:50 熊本 14:31 7/2.3.９.10.16～18.23～31 

8/1～31 
9/4.10.11.17～19 A 列車で行こう 6 号 三角 16:19 熊本 17:01 

※8/2 の「A 列車で行こう 2 号」は運休となります。 

「指宿のたまて箱」〔鹿児島中央～指宿〕 

 
＜鹿児島中央⇒指宿＞7/1～9/22 まで毎日運転※7/21～7/26 除く 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

指宿のたまて箱 1 号 鹿児島中央 9:56 指宿 10:47 7/1～20.27～31 
8/1～31 
9/1～22 

喜入 指宿のたまて箱 3 号 鹿児島中央 11:56 指宿 12:48 

指宿のたまて箱 5 号 鹿児島中央 13:56 指宿 14:49 

 

＜指宿⇒鹿児島中央＞7/1～9/22 まで毎日運転※7/21～7/26 除く 
列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

指宿のたまて箱 2 号 指宿 10:56 鹿児島中央 11:48 7/1～20.27～31 
8/1～31 
9/1～22 

喜入 指宿のたまて箱 4 号 指宿 12:57 鹿児島中央 13:48 

指宿のたまて箱 6 号 指宿 15:05 鹿児島中央 16:00 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 
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「海幸山幸」〔宮崎～南郷〕 

 

＜宮崎⇒南郷＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

海幸山幸 1 号 宮崎 10:13 南郷 11:45 

7/2.3.9.10.16～18.23.24.30.31 
8/1.2.4～16.18～23.25～30 
9/3.4.10.11.17～19 

南宮崎、田吉、子供の国、

青島、北郷、飫肥、日南、

油津 海幸山幸 3 号 宮崎 13:53 南郷 15:23 

7/16～18 
8/6.7.11.13.14 
9/17～19 

 

＜南郷⇒宮崎＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

海幸山幸 2 号 南郷 11:52 宮崎 13:27 

7/16～18 
8/6.7.11.13.14 
9/17～19 

油津、日南、飫肥、北郷、

青島、子供の国、田吉、 

南宮崎 海幸山幸 4 号 南郷 15:30 宮崎 16:53 

7/2.3.9.10.16～18.23.24.30.31 
8/1.2.4～16.18～23.25～30 
9/3.4.10.11.17～19 

 

「36 ぷらす 3」 
 

曜日 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中乗降駅 

木曜日 博多 9:52 鹿児島中央 16:26 

下記参照 

熊本 

金曜日 鹿児島中央 12:17 宮崎 15:46 なし 

土曜日 宮崎空港 11:36 別府 17:05 宮崎、大分 

日曜日 大分 10:48 博多 16:32 別府、小倉 

月曜日 

博多 10:51※ 長崎 15:38 佐賀 

長崎 17:30 博多 21:05 佐賀 

※７/18.9/19 は博多 11:06 発となります。 

 

【運転日カレンダー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黄色で網掛けが運転日です。 

 
 
 
 

※太字の運転日を追加 

 ※太字の運転日を追加 



 別 紙  
 

 
 
 
「かわせみ やませみ・いさぶろう・しんぺい」〔博多～門司港〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜博多⇒門司港＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かわせみ やませみ 92 号※ 

博多 10:39 門司港 12:16 

7/2.9.10.16～18.25～31 
8/1～5.7～26 香椎、折尾、黒崎、

小倉、門司 かわせみ やませみ 92 号 

しんぺい 92 号 

8/28～31 
9/4.11.18.19 

※7/2～8/26 期間中の運転日は、「かわせみ やませみ」の編成で２両運転となります。 

 

＜門司港⇒博多＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 
列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

かわせみ やませみ 91 号※ 

門司港 15:19 博多 17:00 

7/2.9.10.16～18.25～31 
8/1～5.7～26 門司、小倉、黒崎、

折尾、香椎 かわせみ やませみ91号 

いさぶろう 91 号 

8/28～31 
9/4.11.18.19 

※7/2～8/26 期間中の運転日は、「かわせみ やませみ」の編成で２両運転となります。 

 

「SL 人吉」〔熊本～鳥栖〕 
 

 

 

 

 

 

 

＜熊本⇒鳥栖＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

SL 人吉 熊本 10:50 鳥栖 13:24 

7/2.3.9.10.16～18.23～26.29～31 
8/1.2.5～8.11～15.18～22.25～29 
9/3.4.10.11.17～19 

玉名、大牟田、 

久留米 

 
＜鳥栖⇒熊本＞7/2～9/19 までの土日祝、お盆期間を中心に運転 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

SL 人吉 鳥栖 15:27 熊本 17:53 

7/2.3.9.10.16～18.23～26.29～31 
8/1.2.5～8.11～15.18～22.25～29 
9/3.4.10.11.17～19 

久留米、大牟田、 

玉名 

 

※運転日や時刻については、変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症による社会情勢等を 

踏まえ一部列車の運休をする場合があります。その際は、ホームページや JR 大型時刻表でお知らせいたします。 

お客さまにはご迷惑おかけいたしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。 

 

 

特別運行について 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 

※太字の運転日を追加 


