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JR 九州では、ゴールデンウィーク期間に、在来線特急列車の増発を行

います。また、第 117 回有田陶器市開催に伴う臨時特急列車や快速・普
通列車も運転いたします。帰省やお出かけに早くて便利な JR を是非ご利
用ください！ 
 
ゴールデンウィーク期間中の増発本数 （4/29～5/5） 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、【別紙】ゴールデンウィーク期間臨時列車の運転日・停車駅のご案内をご覧下さい。 

 

※ゴールデンウィーク期間の新幹線臨時列車については、現在計画中です。
別途、お知らせさせていただきます。 

 

 

 

ゴールデンウィーク期間臨時列車運転のお知らせ 

4/29～5/5 に臨時列車を運転します！ 

 

在来線特急列車を 196 本増発 
・ 日豊本線   特急「ソニック」を 70 本増発 

・ 長崎本線   特急「かもめ」を 84 本増発 

・ 佐世保線   特急「ハウステンボス」を 42 本増発 

 

 第 117回有田陶器市開催に伴う臨時列車を 119 本運転 
・ 特急「有田陶器市みどり号」を 14 本運転 

・ 開催時間の特急「みどり」「ハウステンボス」を上有田駅に臨時停車 

・ 快速列車、普通列車を 105 本運転 

《 列車のご予約は、便利な JR 九州インターネット予約をご利用ください 》 

https://train.yoyaku.jrkyushu.co.jp/ 

 
《 新型コロナウイルス感染症予防対策についてはコチラ 》 

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/ 

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/
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「ソニック」〔博多～大分〕 
 

＜博多⇒大分＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

ソニック 71 号 博多 9：01 大分 11：06 

4/29～30 

5/1～5 
折尾、黒崎、小倉、行橋、中津、別府 

ソニック 73 号 博多 9：57 大分 12：00 

ソニック 75 号 博多 10：57 大分 12：58 

ソニック 77 号 博多 11：57 大分 13：59 

ソニック 79 号 博多 12：57 大分 15：00 

 
＜大分⇒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 

ソニック 70 号 大分 11：45 博多 13：46 

4/29～30 

5/1～5 
別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック 72 号 大分 12：45 博多 14：46 

ソニック 74 号 大分 13：45 博多 15：47 

ソニック 76 号 大分 14：45 博多 16：47 

ソニック 78 号 大分 15：45 博多 17：49 

 

「かもめ」〔博多～長崎〕  
 

＜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 91 号 博多 10：15 長崎 12：20 

4/29～30 

5/1～5 

二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、 

肥前鹿島、諫早、浦上 

かもめ 93 号 博多 11：15 長崎 13：23 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、諫早、

浦上 

かもめ 71 号 博多 12：15 長崎 14：26 

かもめ 73 号 博多 13：15 長崎 15：23 

かもめ 75 号 博多 14：15 長崎 16：22 

かもめ 77 号 博多 15：15 長崎 17：22 

 

＜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 70 号 長崎 11：37 博多 13：53 

4/29～30 

5/1～5 

浦上、諫早、肥前鹿島、佐賀、新鳥栖、

鳥栖 

かもめ 72 号 長崎 12：45 博多 14：54 

かもめ 74 号 長崎 13：45 博多 15：54 

かもめ 92 号 長崎 14：46 博多 16：53 

かもめ 94 号 長崎 15：46 博多 17：52 
浦上、諫早、肥前鹿島、肥前山口、 

佐賀、新鳥栖、鳥栖 かもめ 76 号 長崎 17：51 博多 19：52 

ゴールデンウィーク期間臨時列車の運転日・停車駅のご案内 
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「ハウステンボス」〔博多～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 

4/29～30 

5/1~5 

二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、 

肥前山口、武雄温泉、上有田、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 

ハウステンボス 17 号 博多 15：31 
ハウス 

テンボス 
17：21 

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⇒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 

4/29～30 

5/1~5 

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 

早岐、有田、上有田、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 26 号 
ハウス 

テンボス 
17：46 博多 19：34 

早岐、有田、武雄温泉、肥前山口、 

佐賀、新鳥栖、鳥栖、二日市 

 

▼第 117 回有田陶器市開催に伴い、4/29（木・祝）～5/5（水・祝）の開催時間帯
の特急「みどり」「ハウステンボス」が「上有田駅」に臨時停車します。 
 

《博多方面から》 

みどり 1 号（上有田 8:51 着）からみどり 11 号（上有田 13:54 着）までの全ての「みどり」「ハウステンボス」 

が上有田駅に臨時停車します。 

 

《博多方面へ》 

みどり 18 号（上有田 14:17 発）からみどり 24 号（上有田 17:18 発）までの全ての「みどり」「ハウステンボ

ス」が上有田駅に臨時停車します。 

 

▼第 117回有田陶器市開催に伴う臨時列車（主な駅のみ記載） 
※運転日 4/29（木・祝）～5/5（水・祝） 

《行き》 

博多方面からの臨時列車 

列車名 博多発 鳥栖発 佐賀発 上有田着 有田着 佐世保着 記事 

快速 快速有田陶器市号 
6：26 

（6：27） 

7：04 

(7：06) 

7：29 

(7：31) 
8：18 8：22 ― 

早岐行き 8：39 着 

（ ）は 4/30 の時刻です 

快速 快速有田陶器市号 
7：27 

(7：24) 
8：05 8：28 9：25 9：29 ― 

早岐行き 9：44 着 

（ ）は 4/30 の時刻です 

快速 快速有田陶器市号 ※7：57 8：32 8：55 9：59 10：02 ― 
早岐行き 10：19 着 

※4/30 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 10：00 10：38 10：42 11：12 （ ）は 4/30 の時刻です 

快速 快速有田陶器市号 ― 9：48 10：20 11：12 11：20 ― 早岐行き 11：41 着 

快速 快速有田陶器市号 ― 11：09 11：37 12：31 12：35 ― 早岐行き 12：50 着 

   ・太字は特急列車 
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長崎方面からの臨時列車 

列車名 長崎発 諫早発 早岐発 有田着 上有田着 

快速 有田陶器市 20 号 7：57 8：34 9：32 9：48 9：53 

 

《帰り》 

 早岐方面への臨時列車 

列車名 上有田発 有田発 早岐着 

普通 有田陶器市号 14：17 14：21 14：34 

普通 有田陶器市号 15：13 15：18 15：36 

 

長崎方面への臨時列車 

列車名 上有田発 有田発 早岐着 諫早着 長崎着 

快速 有田陶器市 21 号 16：18 16：29 16：43 17：48 18：50 

 

佐賀・博多方面への臨時列車 

列車名 早岐発 有田発 上有田発 佐賀着 鳥栖着 博多着 記事 

普通 有田陶器市号 11：41 11：54 11：59 ― ― ― 武雄温泉行き 12：12 着 

快速 快速有田陶器市号 13：11 13：30 13：35 14：22 14：45 ― 南福岡行き 15：16 着 

快速 快速有田陶器市号 13：43 13：58 14：02 14：48 15：21 ※― 
南福岡行き 15：50 着 

※4/30 は博多行き 16：05 着 

特急 有田陶器市みどり 94 号 15：05 15：18 15：23 16：06 16：24 16：48 佐世保始発 14：47 発 

快速 快速有田陶器市号 15：26 15：39 15：44 16：25 16：49 ― 南福岡行き 17：15 着 

快速 快速有田陶器市号 ― 16：40 16：43 17：40 18：04 ― 鳥栖行き 

快速 快速有田陶器市号 ― 17：40 17：44 18：27 18：51 ― 南福岡行き 19：34 着 

・太字は特急列車 


