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在来線特急・Ｄ＆Ｓ列車の運転計画変更について 

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、一部の在来線特急、およびＤ＆Ｓ列車につきましては、お

客さまのご利用状況を踏まえ、6月 30日（火）まで運転区間の変更や運休等を実施しておりましたが、

6月 19日（金）から通常ダイヤで運転することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．6月 19日（金）以降の在来線特急・Ｄ＆Ｓ列車の運転計画について 

6 月 19 日（金）の始発列車から、運休としておりました在来線特急列車のすべてを運転し、通常

ダイヤといたします。また、Ｄ＆Ｓ列車についても運転を再開いたします。 

※一部区間を運休としている列車につきましても全区間運転いたします。 

※臨時列車については引続き運休を継続いたします。（別紙参照） 

○通常ダイヤで運転する特急列車 

「かもめ」・「みどり」・「ソニック」・「にちりん」・「きりしま」・「ひゅうが」・「きらめき」 

「かいおう」・「ゆふ」・注 1「ハウステンボス」 

注 1・・「ハウステンボス」号は、引続き一部の臨時列車で運休いたします。（別紙参照） 

 ○運転を再開するＤ＆Ｓ列車 

「ゆふいんの森」・「かわせみ やませみ」・「いさぶろうしんぺい」・「ＳＬ人吉」・「Ａ列車で行こう」 

「九州横断特急」・「指宿のたまて箱」・「はやとの風」・「海幸山幸」・注 2「JRKYUSHU SWEET TRAIN 或

る列車」 

注 2・・「JRKYUSHU SWEET TRAIN 或る列車」につきましては、別途詳細な運転計画をお知らせいたします。 

※Ｄ＆Ｓ列車の運転日につきましては、ＪＲ九州ホームページをご覧ください。 

   ※「あそぼーい！」につきましては、8月 8日（土）豊肥本線全線開通に合わせて運転を再開いたします。 

  

【これまでに報道発表しているもの】 

  2020年 3月 13日 九州新幹線及び在来線特急列車の運休等 

3月 16日 在来線特急列車の運休等（追加） 

3月 24日 九州新幹線及び在来線特急列車の運休等（追加） 

  4月 6 日 九州新幹線の運休（追加） 

 4月 8 日 九州新幹線、在来線特急列車及び快速・普通列車の運休等（追加） 

 4月 15日 九州新幹線、在来線特急列車及び快速・普通列車の運休等 

 4月 20日 九州新幹線臨時列車の運休 

 4月 21日 在来線特急列車の運休等（追加） 

 5月 1 日 追加の運転計画について 

5月 7 日 九州新幹線の運転計画見直しについて 

5月 19日 今後の運転計画等について 

6月 3 日 今後の九州新幹線運転計画等について 

 



２．指定席発売について 

5 月 19 日（火）に 7 月以降の運転計画が未定のため、7 月出発日分の指定席発売を見合わせるとお

知らせしておりましたが、6月 8日（月）から通常通り運転日１カ月前の午前 10 時から発売いたしま

す。 

また、駅窓口ではシートマップを活用し、可能な限り間隔を空けて指定席を発売いたしますが、お客

さまご自身で指定席券売機や「JR九州インターネット列車予約」にて指定席を取得される際は、「座席

表から選ぶ」を選択する事で、シートマップで指定席の空き状況を確認し、周囲が空いている指定席を

お取りいただけます。ぜひご活用ください。 

 

 

３．新型コロナウイルスの感染予防対策 

JR 九州では、新型コロナウイルスの感染予防を図るため、駅係員及び乗務員のマスク着用等の対策

を実施しております。ご利用のお客さまにおかれましても、マスクの着用、手洗いや咳エチケット等の

感染予防対策をお願い申し上げます。なお、新型コロナウイルスの感染予防対策に関する具体的な取

組みについては、下記をご参照ください。 

 

 

４．その他 

・ 今後もご利用状況等により運転休止となる場合がございます。 

・ ＪＲ九州インターネット列車予約できっぷをご予約いただいたお客さまは、予約サイトの 

【重要なお知らせ】欄をあわせてご確認ください。 

 

<参考> 新型コロナウイルスの感染予防対策 

（1）「密閉」対策 

○換気の励行 

（特急列車） 

・ 空調装置を使用することなどにより、外の空気と車内の空気を入れ替えています。 

（普通列車） 

・ 停車時のドアの開け閉めにより換気を行うとともに、窓が開閉できる車両の一部について、換

気のために一部の窓を開けることに努めています。 

（2）「密集」対策 

○混雑の緩和 

・ 駅や車内でテレワークや時差出勤の取組みへのご協力をお願いする呼びかけ放送を実施して

おります。 

（3）「密接」対策 

○マスク着用の呼びかけ 

・ 駅や車内でマスクの着用をはじめ、列車内での会話に対する配慮、咳エチケットに対する取組

みへのご協力をお願いする旨の放送を実施しております。 

（4）消毒等 

〇通常作業 

・ 新幹線駅、県庁所在地及び小倉駅の改札口にお客さま用アルコール消毒液を設置しておりま

す。 

・ 駅のトイレに設置しているハンドドライヤーは使用停止しています。また、蓋のある便器にお

いては蓋を閉めて水を流すご案内文を掲示しています。 



・ 駅での必要な清掃作業を実施しています。 

・ 車両については、除菌効果のある薬品等での拭き取り作業を定期的な清掃にて実施しており

ます。 

 

（5）Ｄ＆Ｓ列車における感染防止対策 

・ お客さまと乗務員の安全対策としまして、客室乗務員がサービス提供時にマスク、手袋等を

着用し手指消毒を徹底いたします。また、必要によりフェイスシールドを着用いたします。 

・ 列車内のカウンターに飛沫防止カーテン及び消毒液を設置いたします。 

・ 列車内の車内販売商品や車内サービス（アメニティ等）の提供を一部制限させていただきま

す。 

・ 客室乗務員に乗務前の検温を義務付けます。 

・ ご乗車のお客さまのマスク着用を含め咳エチケットへのご協力をお願いいたします。 

 

 

以上



別紙 

 

《6月 19 日（金）以降も運休する臨時列車》 

 

【かもめ】 

〇博多→佐賀・長崎方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

かもめ 81号 博多 11:15 長崎 13:23 
6/20.21.27.28 

かもめ 83号 博多 15:15 長崎 17:23 

〇長崎・佐賀→博多方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

かもめ 82号 長崎 10:49 博多 12:53 
6/20.21.27.28 

かもめ 84号 長崎 14:46 博多 16:53 

 

【ハウステンボス】 

〇博多→佐賀・ハウステンボス方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 7号 博多 10:32 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 12:31 

6/20.21.27.28 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 11 号 博多 12:31 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 14:22 

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 17 号 博多 15:31 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 17:21 

〇ハウステンボス・佐賀→博多方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 16 号 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 12:46 博多 14:34 

6/20.21.27.28 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 18 号 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 13:46 博多 15:34 

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 26 号 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 17:46 博多 19:34 

 

【あそぼーい！】 

〇阿蘇→別府方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

あそぼーい！91号 阿蘇 16:12 別府 18:14 6/19～21.25～28 

〇別府→阿蘇方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

あそぼーい！92号 別府 10:05 阿蘇 12:17 6/19～21.25～28 

※6月 19日（金）以降の「あそぼーい！」運休日は、同区間・同時刻で「九州横断特急」を運転し

ます。 

 

【JRKYUSHU SWEET TRAIN 或る列車】 

〇佐賀～長崎～佐世保 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

或る列車（午前便） 佐賀 10:10 長崎 13:11 
6/20～22.27～29 

或る列車（午後便） 長崎 16:29 佐世保 18:45 

 


