
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 

2022年３月 15日 

 

有田陶器市開催に合わせて臨時列車を運転します！！ 
 

「第 118回有田陶器市」の開催に合わせて、４月 29日（金・祝）～５月５日（木・祝）の開催期間中、

臨時特急列車・臨時列車の運転のほか、一部の特急列車「みどり」「ハウステンボス」が上有田駅に

臨時停車いたします。開催期間中、１日あたり 17本、期間中延べ 119本の臨時列車を運転いたしま

す。有田陶器市へのお出かけに是非、ご利用ください。 
 

 

・臨時特急列車「有田陶器市みどり」を１日あたり２本運転します！ 

・臨時快速列車・臨時普通列車を１日あたり 15 本運転し、このうち長崎～上有田間に臨時列車

（YC1系 3両のうち 2・3号車は指定席）を１往復運転いたします。 

◎ 博多・佐賀方面からの主な臨時列車（主な駅のみ記載） 

列車名 博多 鳥栖 新鳥栖 佐賀 上有田着 有田着 記事 

快速 快速有田陶器市号 ※7：57 8：32 8：36 9：04 9：59 10：02 ※5/2は南福岡始発 8：08発 

特急 ※有田陶器市みどり 93号 
9：00 

（8：58） 
9：31 9：36 10：00 10：38 10：42 

5/2は（ ）の時刻です。 

※5/1 は運転しません。 

特急 ※有田陶器市みどり 95号 9：58 10：29 10：33 10：47 11：31 11：35 ※5/1 のみ運転します。 

 

◎ 佐賀・博多方面への主な臨時列車（主な駅のみ記載） 

列車名 有田 上有田 佐賀 新鳥栖 鳥栖 博多着 記事 

特急 有田陶器市みどり 94号 15：19 15：23 16：06 16：20 16：25 16：48  

快速 快速有田陶器市号 16：40 16：44 17：41 18：00 18：04着 -  

 

◎ 長崎・諫早方面からの臨時列車（主な駅のみ記載） 

列車名 長崎 浦上 喜々津 諫早 有田着 上有田着 記事 

快速 快速有田陶器市 20号 7：57 8：02 8：27 8：34 9：48 9：53 一部指定席あり（YC1系ロングシート） 

 

◎ 諫早・長崎方面への臨時列車（主な駅のみ記載） 

列車名 上有田 有田 諫早 喜々津 浦上 長崎着 記事 

快速 快速有田陶器市 21号 16：22 16：27 18：05 18：11 18：46 18：50 一部指定席あり（YC1系ロングシート） 

 

 

１日あたり１0本の特急「みどり」「ハウステンボス」が、4/29～5/5の期間中毎日臨時停車します。 

（行き）博多発 7時台～12時台のすべての「みどり」「ハウステンボス」が上有田駅に臨時停車します。 

（帰り）有田発 14時台～17時台のすべての「みどり」「ハウステンボス」が上有田駅に臨時停車します。 

 

※その他の臨時列車や時刻、期間限定の有田陶器市きっぷについては別紙を参照ください。 

 

4/29～5/5の期間、臨時特急「有田陶器市みどり」、臨時列車「有田陶器市号」が運転 

お出かけ・お帰りの時間帯に特急列車が「上有田駅」に臨時停車します！ 

 



別紙 第 118 回 有田陶器市開催に伴う臨時列車のお知らせ 

◎ 博多・佐賀方面からの列車（主な駅のみ記載） ※運転日 ４月29日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

列車名 博多 鳥栖 新鳥栖 佐賀 上有田着 有田着 記事 その他停車駅 

快速 快速有田陶器市号 
6：26 

（6：27） 
7：06 7：10 7：30 8：18 8：22 5/2 は（ ）の時刻です。 

南福岡、大野城、二日市、原田、基山、 

吉野ヶ里公園、神埼、肥前山口、武雄温泉 

快速 快速有田陶器市号 
7：27 

（7：24） 
8：05 8：09 8：28 9：25 9：29 5/2 は（ ）の時刻です。 

南福岡、大野城、二日市、原田、基山、 

吉野ヶ里公園、神埼、肥前山口、武雄温泉 

快速 快速有田陶器市号 ※7：57 8：32 8：36 9：04 9：59 10：02 ※5/2 は南福岡始発 8：08 発 
南福岡、大野城、二日市、原田、基山、 

吉野ヶ里公園、神埼、肥前山口、武雄温泉 

特急 ※有田陶器市みどり 93 号 
9：00 

（8：58） 
9：31 9：36 10：00 10：38 10：42 

5/2 は（ ）の時刻です。 

※5/1 は運転しません。 
肥前山口、武雄温泉 

快速 快速有田陶器市号 ― 9：48 9：53 10：20 11：12 11：20  吉野ヶ里公園、神埼、肥前山口、武雄温泉 

特急 ※有田陶器市みどり 95 号 9：58 10：29 10：33 10：47 11：31 11：35 ※5/1 のみ運転します。 肥前山口、武雄温泉 

快速 快速有田陶器市号 ― 11：09 11：13 11：39 12：31 12：35  吉野ヶ里公園、神埼、肥前山口、武雄温泉 

普通 有田陶器市号 ― ― ― ― 14：17発 14：21発   

普通 有田陶器市号 ― ― ― ― 15：13発 15：18発   

 

◎ 佐賀・博多方面への列車 （主な駅のみ記載） ※運転日 ４月29日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

列車名 有田 上有田 佐賀 新鳥栖 鳥栖 博多着 記事 その他停車駅 

普通 有田陶器市号 11：55 11：59 ― ― ― ― 武雄温泉行き 12：12 着 三間坂、永尾 

快速 快速有田陶器市号 13：30 13：34 14：23 14：42 14：46 ― 南福岡行き 15：16 着 
武雄温泉、肥前山口、神埼、吉野ヶ里公園、

基山、原田、二日市、大野城 

快速 快速有田陶器市号 13：58 14：02 14：57 15：17 15：23 ※― 
南福岡行き 15：50 着 

※5/2 は博多行き 16：05 着 

武雄温泉、肥前山口、神埼、吉野ヶ里公園、

基山、原田、二日市、大野城 

特急 有田陶器市みどり 94 号 15：19 15：23 16：06 16：20 16：25 16：48  武雄温泉、肥前山口 

快速 快速有田陶器市号 15：39 15：44 16：26 16：46 16：49 ― 南福岡行き 17：15 着 
武雄温泉、肥前山口、神埼、吉野ヶ里公園、

基山、原田、二日市、大野城 

快速 快速有田陶器市号 16：40 16：44 17：41 18：00 18：04 着 ―  武雄温泉、肥前山口、神埼、吉野ヶ里公園 

快速 快速有田陶器市号 17：39 17：44 18：28 18：47 18：52 ― 南福岡行き 19：34 着 
武雄温泉、肥前山口、神埼、吉野ヶ里公園、

基山、原田、二日市、大野城 

 



 

◎ 長崎・諫早方面からの列車（主な駅のみ記載） ※運転日 ４月29日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

列車名 長崎 浦上 喜々津 諫早 竹松 有田着 上有田着 その他停車駅 

快速 快速有田陶器市 20 号 7：57 8：02 8：27 8：34 8：51 9：48 9：53 
大村、彼杵、川棚、ハウステンボス、早岐、

三河内 

 

◎ 諫早・長崎方面への列車 （主な駅のみ記載） ※運転日 ４月29日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

列車名 上有田 有田 竹松 諫早 喜々津 浦上 長崎着 その他停車駅 

快速 快速有田陶器市 21 号 16：22 16：27 17：30 18：05 18：11 18：46 18：50 
三河内、早岐、ハウステンボス、川棚、 

彼杵、大村 

 

 

※快速有田陶器市 20 号および 21 号は、YC1 系の３両編成で運転します。（２・３号車は指定席） 

 

 

 

 

※指定席をご利用の場合は、別途座席指定券（530 円）が必要です。 

※また、臨時列車運行に伴い、長崎駅から有田駅・上有田駅までのアクセスにお得な往復きっぷ「有田陶器市きっぷ」を期間限定で発売いたします。 

ぜひこの機会に「有田陶器市きっぷ」をお買い求めの上、ご利用ください！ 
 
 設定区間  

長崎駅～有田・上有田駅間（長崎本線・大村線・佐世保線経由） 
 価格 

おとな：3,200 円、こども：1,600 円 
 発売期間 

2022 年 3 月 29 日（火）～2022 年 5 月 5 日（木・祝） 
 利用期間 

2022 年 4 月 29 日（金・祝）～2022 年 5 月 6 日（金） 
 有効期間 

2 日間 
 発売箇所 

 長崎駅、浦上駅、諫早駅、大村駅、ハウステンボス駅、早岐駅、佐世保駅、有田駅、武雄温泉駅 


