
 

 

九州旅客鉄道株式会社 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 

2020年 12 月 8日 

ハウステンボスカウントダウンイベント中止に伴う臨時列車の運休 

年末年始期間の一部在来線特急列車の運転計画の見直し 

および臨時列車の運転について（12月 8日更新） 

 

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について、運転の取りやめや運転区間の変更を実施（詳細は別紙）していま

すが、年末年始期間（12 月 26 日（土）から 1 月 11 日（月・祝））について、一定数のご予約をいただ

いているとともに、ハウステンボスでのカウントダウンイベントの開催や帰省、お出かけ等で多くのお

客さまのご利用が見込まれるため、運休予定であった「ソニック」および「かもめ」の定期列車を運転

するとともに、「かもめ」「九十九島みどり」「ハウステンボス」の臨時列車を運転いたします。 

指定席につきましては、2020 年 12 月 10 日（木）の午前 10 時以降順次発売いたします。また、ハウ

ステンボスカウントダウンイベントに伴う臨時列車およびハウステンボス 9号・20号については通常通

り（ご乗車日の 1ケ月前の午前 10時より）発売をしております。 

年末年始の帰省やお出かけにぜひご利用ください。 

※ハウステンボスカウントダウンイベントに伴う臨時列車については、イベント中止のため運休とさ

せていただきます。 

 

 

≪12 月 26 日（土）から 1 月 11 日（月・祝）に運転する定期特急列車≫ 

※本来運休予定であった定期列車の運転 

 

【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 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

かもめ 28号 長崎 15：46 博多 17：52 

訂正 



 

 

 

≪臨時列車≫ 

 

〇年末年始期間に運転する臨時特急列車 

 

【かもめ】 

＜博多 ⇒ 長崎＞ 

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 81号 博多 11：15 長崎 13：23 
12/28～31 

1/2～4、9～11 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、

諫早、浦上 

かもめ 83号 博多 15：15 長崎 17：23 
12/28～31 

1/2～4、9～11 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、

諫早、浦上 

 

 

＜長崎 ⇒ 博多＞ 

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 82号 長崎 10：49 博多 12：53 
12/28～31 

1/2～4、9～11 

浦上、諫早、肥前鹿島、佐賀、 

新鳥栖、鳥栖 

かもめ 84号 長崎 14：46 博多 16：53 
12/28～31 

1/2～4、9～11 

浦上、諫早、肥前鹿島、佐賀、 

新鳥栖、鳥栖 

 

 

【九十九島みどり】 

＜博多 ⇒ 佐世保＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

九十九島 

みどり 93号 

博多 9：58 佐世保 12：11 
12/28、29 

1/4 
二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、 

肥前山口、武雄温泉、有田、

早岐 博多 9：59 佐世保 12：11 
12/26、27、30、31 

1/2、3 

九十九島 

みどり 95号 
博多 12：58 佐世保 14：51 

12/26～31 

1/2～4 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、 

肥前山口、武雄温泉、有田、

早岐 

 

 

＜佐世保 ⇒ 博多＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

九十九島 

みどり 94号 
佐世保 14：54 博多 16：48 

12/26～31 

1/2～4 

早岐、有田、武雄温泉、肥前山口、

佐賀、新鳥栖、鳥栖 

九十九島 

みどり 96号 
佐世保 16：01 博多 17：48 

12/26～31 

1/2～4 

早岐、有田、武雄温泉、肥前山口、

佐賀、新鳥栖、鳥栖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【ハウステンボス】 

＜博多 ⇒ ハウステンボス＞ 

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 
12/26～31 

1/1～11 

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9号 ※ 博多 11：31 ハウステンボス 13：23 

12/8～31 

1/1～31 

2/1～28 

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 
12/26～31 

1/1～11 

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 17号 博多 15：31 ハウステンボス 17：21 
12/26～31 

1/1～11 

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 9号は毎日運転 

 

＜ハウステンボス⇒博多＞ 

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 
12/26～31 

1/1～11 

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 
12/26～31 

1/1～11 

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 20号 ※ ハウステンボス 14：41 博多 16：36 

12/8～31 

1/1～31 

2/1～28 

早岐、有田、武雄温泉、 

肥前山口、佐賀、 

吉野ヶ里公園、新鳥栖、 

鳥栖、二日市 

ハウステンボス 26号 ハウステンボス 17：46 博多 19：34 
12/26～31 

1/1～11 

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 20号は毎日運転 

 

○ハウステンボスカウントダウンイベント開催に伴い運転する臨時特急列車 

 

＜ハウステンボス⇒博多＞ 

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 70号 ハウステンボス 0：47 博多 2：25 1/1 

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 72号 ハウステンボス 1：11 博多 2：49 1/1 

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 74号 ハウステンボス 2：06 博多 3：43 1/1 

早岐、有田、武雄温泉、 

肥前山口、佐賀、新鳥栖、 

鳥栖、二日市 

※カウントダウンイベント中止に伴い臨時列車は運休とさせていたきます。 

 



 

 

別紙 

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】※12月 26日（土）から１月 11日（月・祝）は運転いたします。 

＜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 

 

【かもめ】※12月 26日（土）から１月 11日（月・祝）は運転いたします。 

＜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 

 

【きらめき】 

＜門司港・小倉 ⇒ 博多＞             ＜博多 ⇒ 小倉＞ 

 

【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 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 博多 0：10 小倉 1：05 

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 



 

 

別紙 

 

○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＞（括弧内は変更前の内容） 

 

 

 

 

  

※1 大分～延岡間運休いたします。 

 

＜宮崎空港 ⇒ 大分・博多＞（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。 

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 


