
2 0 2 1 年 8 月 3 日 

九州旅客鉄道株式会社 

在来線の特急料金の見直しに関するお知らせ 

ＪＲ九州では、新型コロナウイルス感染症によるお客さまの減少及び弊社を取り巻く経営環境の変化を

受けて、持続的な交通ネットワークを維持するため、在来線特急列車に適用している特急料金の見直しを

実施させていただきます。ご利用のお客さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますようお願い申し

上げます。 

１ 見直しを実施する料金 

  ＪＲ九州の特急列車に適用する特急料金 

２ 実施時期 

  2022年 4月 1日乗車分から 

３ 見直しの内容 

（1）自由席特急料金 

営業キロ地帯 
25 キロ

まで 

50 キロ

まで 

75 キロ

まで 

100 キロ

まで 

150 キロ

まで 

200 キロ

まで 

300 キロ

まで 

301 キロ

以上 

現行 310円 630円 840円 950円 1,250 円 1,410 円 1,520 円 1,680 円 

見直し 500円 750円 1,000 円 1,200 円 1,800 円 2,200 円 2,400 円 2,600 円 

（2）特定特急料金（自由席） 

区間 現行 見直し 

門司港または下曽根・小倉～博多間の停車駅相互間（25 キロまでの区間を除く） 

※特急「36ぷらす 3」を除きます。 
520円 600円 

宮崎～南郷間の停車駅相互間（25キロまでの区間を除く） 520円 600円 

博多～直方間（篠栗線・筑豊本線）の停車駅相互間（25 キロまでの区間を除く） 420円 500円 

国分～鹿児島中央間、霧島神宮～重富間または吉松～隼人間の停車駅相互間 310円 500円 

上記以外の霧島神宮または吉松～鹿児島中央間の停車駅相互間 520円 600円 

（3）指定席特急料金 

在来線特急列車の指定席特急料金は、(1)または(2)の料金に 530円を加算した金額としております

が、2022年 4月 1日以降の対象日のご利用については 730円の加算とさせていただきます（特急「あそ

ぼーい！」の展望席（パノラマシート）及び白いくろちゃんシート、並びに特急「かわせみ やませみ」

のやませみベンチシートの対象日のご利用は、(1)または(2)の料金に 740円を加算した金額としており

ますが、940円の加算とさせていただきます）。 

＜対象日＞ 

4月 1日から 4月 5日まで、4月 28日から 5月 6日まで、7月 21日から 8月 31日まで、 

12月 25日から 1月 10日まで、3月 21日から 3月 31日まで 

４ その他 

・ジパング倶楽部割引等、通常の特急料金から 30％等の割引をして発売している割引きっぷの発売額は

これに伴い変更となります。  

・特急定期券「エクセルパス」及び「九州ネットきっぷ」「２枚きっぷ」「ハロー自由時間パス」など

の割引きっぷの発売額は、現行の価格から現時点において変更の予定はありません。 

 以上 



（参考） 

 

＜主な区間例・大人片道利用＞ 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

博多～佐賀 1,970 円 2,500 円 2,130 円 2,660 円 2,860 円 1,150 円 

※上表の金額は普通運賃（1,130 円）を含んだ金額です。 

 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

博多～長崎 4,270 円 4,800 円 5,060 円 5,590 円 5,790 円 3,150 円 

※上表の金額は普通運賃（2,860 円）を含んだ金額です。 

 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

博多～小倉 1,830 円 2,360 円 1,910 円 2,440 円 2,640 円 1,470 円 

※上表の金額は普通運賃（1,310 円）を含んだ金額です。 

 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

博多～大分 5,150 円 5,680 円 5,940 円 6,470 円 6,670 円 3,150 円 

※上表の金額は普通運賃（3,740 円）を含んだ金額です。 

 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

大分～宮崎 5,590 円 6,120 円 6,470 円 7,000 円 7,200 円 5,240 円 

※上表の金額は普通運賃（4,070 円）を含んだ金額です。 

 

区間 

現行 見直し 九州ネットきっぷ 

（指定・自由同額） 

（通年同額） 
自由席 指定席 自由席 指定席 

指定席 

（対象日） 

宮崎～鹿児島中央 3,780 円 4,310 円 4,330 円 4,860 円 5,060 円 2,620 円 

※上表の金額は普通運賃（2,530 円）を含んだ金額です。 

 

※九州ネットきっぷの価格は 2021年 8 月 3日現在の価格です。 


