
 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴うお客さまのご利用状況を踏まえ、１１月１日（日）から

当面の間、一部の在来線特急列車の運転計画を見直すことといたしました。ご利用予定のお客さま

にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。 

 

11 月１日（日）から当面の間 

≪運転を取りやめるまたは運転区間を変更する列車≫ 

 

○運転を取りやめる列車 

【ソニック】 

＜博多 ⇒ 大分＞                 ＜大分 ⇒ 博多＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

ソニック 9 号 博多 9：01 大分 11：06 

ソニック 13 号 博多 9：57 大分 12：00 

ソニック 17 号 博多 10：57 大分 12：58 

ソニック 21 号 博多 11：57 大分 13：59 

ソニック 25 号 博多 12：57 大分 15：00 

 

【きりしま】 

＜宮崎 ⇒ 鹿児島中央＞              ＜鹿児島中央 ⇒ 宮崎＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

きりしま 9 号 宮崎 10：16 
鹿児島 

中央 
12：26 

 

【かもめ】 

＜博多 ⇒ 長崎＞                 ＜長崎 ⇒ 博多＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

かもめ 15 号 博多 10：15 長崎 12：20 

 

【きらめき】 

＜門司港・小倉 ⇒ 博多＞             ＜博多 ⇒ 小倉＞ 

                          ※1 11 月１日は通常通り運転（始発駅出発日基準） 

 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

ソニック 26 号 大分 11：45 博多 13：46 

ソニック 30 号 大分 12：45 博多 14：46 

ソニック 34 号 大分 13：45 博多 15：47 

ソニック 38 号 大分 14：45 博多 16：47 

ソニック 42 号 大分 15：45 博多 17：49 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

きりしま 4 号 
鹿児島 

中央 
7：37 宮崎 9：59 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

かもめ 28 号 長崎 15：46 博多 17：52 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

きらめき 91 号 門司港 8：11 博多 9：21 

きらめき 7 号 小倉 18：21 博多 19：12 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

きらめき 2 号 博多 16：39 小倉 17：29 

き ら め き 22 号 ※１ 博多 0：10 小倉 1：05 
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【かいおう】 

＜直方 ⇒ 博多＞                 ＜博多 ⇒ 直方＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

かいおう 1 号 直方 6：37 博多 7：25 

かいおう 5 号 直方 9：12 博多 10：00 

 

○運転区間を変更する列車 

【にちりん・にちりんシーガイア】 

＜大分 ⇒ 宮崎空港方面＞（かっこ内は変更前の内容） 

 

 

※1 大分～延岡間運休いたします。 

 

＜宮崎空港 ⇒ 大分・博多方面＞（括弧内は変更前の内容） 

   

 

※2 延岡～大分間運休いたします。 

※3 宮崎空港～大分間運休いたします。 

11 月１日（日）から当面の間 

≪臨時に運転する列車≫ 

○臨時に運転する列車 

【ひゅうが】 

＜宮崎空港 ⇒ 延岡＞ 

 

 

 ※4 宮崎空港～延岡間【にちりんシーガイア 20 号】と同じ停車駅、時刻で運転します。 

    ひゅうが 102 号はグリーン車を除き全車自由席です。 

 

記載の列車の運転計画見直しのほか、「令和 2 年 7 月豪雨」の影響に伴い、 

九州内の列車で運転の見合わせ、及び本数を減らして運転を行っている線区がございます。 

詳しくは駅係員にお尋ねいただくか、ＪＲ九州ホームページをご確認ください。 

 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

かいおう 4 号 博多 22：03 直方 22：54 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

にちりん 9 号 ※1 
延岡 

（大分） 

13：09 

（11:10） 
宮崎空港 14：23 

にちりん 17 号 ※1 
延岡 

（大分） 

17：31 

（15:04） 
宮崎空港 18：52 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

にちりん 12 号 ※2 宮崎空港 11：19 
延岡 

（大分） 

12：41 
（14:39） 

にちりんｼ-ｶﾞｲｱ 20 号 ※3 
大分 

（宮崎空港） 

18：42 
（15:17） 

博多 20：57 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 

ひゅうが 102 号 ※4 宮崎空港 15：17 延岡 16：39 
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