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本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25番 21 号 

平成 27年 12月 18日 
 

平成 28 年春ダイヤ改正 

 
ＪＲ九州では、平成 28年 3月 26日（土）にダイヤ改正を実施します。 

具体的な内容がまとまりましたのでお知らせします。 
 

 

 

 

 

○ 朝の通勤・通学に便利な「つばめ」の両数や時刻を見直します。 

○ 週末のお出かけに便利な「さくら」「つばめ」を運転します。 

 

 

 

○ 「九州横断特急」の運転区間を別府・大分～熊本間とし、毎日 3両で運転します。 

○ 「いさぶろう 1号」を熊本発、「しんぺい 4号」を熊本着とします。 

○ 阿蘇へのお出かけに便利な特急「あそぼーい！」の時刻を見直します。 

○ 特急「ソニック 1号」が赤間駅に停車します。 

  

 

 

（久留米・筑後地区） 

○ 久大本線  筑後吉井～うきは間に、普通列車を１往復延長運転します。 

（大分地区） 

○ 豊肥本線  夕方の大分～中判田間に、普通列車を増発します。 

（熊本地区） 

○ 肥薩線  熊本・八代～人吉間に、快速列車を 4往復運転します。 

○ 豊肥本線  夕方の熊本～肥後大津間に、普通列車を増発します。 

○ 鹿児島本線 早朝の玉名～熊本間に、普通列車を増発します。 

（鹿児島・宮崎地区） 

○ 指宿枕崎線 鹿児島中央～慈眼寺間に、普通列車を増発します。 

○ 鹿児島本線 伊集院～鹿児島中央間に、普通列車を増発します。 

○ 宮崎空港線 宮崎空港～南宮崎・宮崎間に、普通列車を 2本増発します。 

 

 

 

○ 鹿児島本線 熊本～川尻間に新駅「西熊本駅」を開業します。 

 

 

○ この資料に記載している列車時刻は、平成 27 年 12月 18 日現在計画中のものです。 

最終的な列車時刻は、ＪＲ時刻表の 3月号及び 4 月号等でお知らせします。 
 
 

☆ 新幹線 

☆ 特急・D&S列車 

◎今回のダイヤ改正のポイント 

☆ 新駅開業 

☆ 快速・普通列車 
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○ 熊本 7：11発博多行き「つばめ 306号」を N700系車両 8両編成で運転します。 

定員は 546名（＋162名）となり、着席チャンスを拡大します。 

 

○ 鹿児島中央 6：27 発博多行き（8：12 着）「つばめ 308 号」が博多駅にこれまでより 9 分

早く到着します。 

 

【「つばめ 308号」の主な停車駅・時刻】 

 鹿児島中央発 川内発 熊本発 久留米発 新鳥栖発 博多着 

改正後 6：27 6：39 7：23 7：55 7：59 8：12 

改正前 6：29 6：41 7：26 7：58 8：07 8：21 

 

 
 

   

 

○ 週末のお出かけに便利な「さくら」「つばめ」を運転します。 

 

【毎週末運転する「さくら」「つばめ」】 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 金曜 土曜 日曜・祝日 

さくら 371号 博多 9：46 鹿児島中央 11：14 
 

○ 
 

つばめ 339号 博多 18：16 鹿児島中央 20：14 
  

○ 

つばめ 397号 博多 22：09 熊本 22：57 ○ ○ ○ 

さくら 372号 鹿児島中央 8：15 博多 9：51 
 

○ ○ 

さくら 390号 鹿児島中央 14：47 博多 16：23 
  

○ 

 

 

新幹線 

朝の通勤・通学に便利な「つばめ」の両数や時刻を見直します。 

週末のお出かけに便利な「さくら」「つばめ」を運転します。 
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○ 別府・大分～熊本・人吉間を 2両で運転している「九州横断特急」の運転区間を別府・大

分～熊本間とし、毎日 3両で運転します。なお、熊本～人吉間の運転は取り止めます。 

※ 熊本・八代～人吉間に快速列車を 4 往復運転します。詳しくは 6ページを参照。 

 

改正前  

 

 

 

 

 

 

改正後 

「九州横断特急」 

別府～人吉     上下 7本 

  別府～熊本     上下 1本 

特急「くまがわ」 

  熊本～人吉     上下 3本 

「九州横断特急」 

  別府～熊本     上下 6本 

（快速列車） 

  熊本・八代～人吉  上下 8本 

「いさぶろう・しんぺい」 

  人吉～吉松     上下 4本 

「いさぶろう・しんぺい」 

  熊本～吉松     上下 2本 

人吉～吉松     上下 2本 

※1 「九州横断特急 101号」（別府発熊本行き）、「九州横断特急 8号」（人吉発別府行き）は運

転を取り止めます。 

※2 熊本～人吉間を運転する特急「くまがわ」は運転を取り止めます。 

 

【平成 28年春 豊肥本線・鹿児島本線・肥薩線の運行体系図】 

※一部の列車は八代～人吉間

　　6ページ参照

いさぶろう・しんぺい　1往復

快速列車　4往復※　　

人吉八代

九州横断特急　毎日3往復

あそぼーい！主に休日２往復

吉松宮地・阿蘇別府・大分

いさぶろう・しんぺい 1往復

熊本

 

 

 

 

○ 平成 29年春に、新しいＤ＆Ｓ列車の運行を開始する予定です。 

■ 運行の概要 

  運行開始時期  平成 29年春頃 （予定） 

  運 行 区 間  鹿児島本線・肥薩線 熊本～八代～人吉間 

※ 詳細については、決まり次第お知らせします。 

特急・D&S列車 

「九州横断特急」の運転区間を別府・大分～熊本間とし、毎日３両で運転します。 

 

平成 29年春に、新しいＤ＆Ｓ列車を運行します。 
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○ 人吉～吉松間を運転している 4本の「いさぶろう・しんぺい」のうち、「いさぶろう 1号」

及び「しんぺい 4号」の 2本を熊本まで延長運転します。 

 

【延長運転する「いさぶろう・しんぺい」の主な駅の運転時刻】 

列車名 熊本発 新八代発 八代発 坂本発 一勝地着 渡着 人吉着 吉松着 

いさぶろう 1号 8：31 8：58 9：03 9：15 9：46 9：53 10：01 11：22 

         

列車名 吉松発 人吉発 渡発 一勝地発 坂本着 八代着 新八代着 熊本着 

しんぺい 4号 15：16 16：43 16：51 16：59 17：33 17：46 17：51 18：18 

※ その他の停車駅：大畑・矢岳・真幸 

 

 

 

○ 豊肥本線 熊本～阿蘇・宮地間を運転している特急「あそぼーい！101 号」が、52 分早く

阿蘇に到着します。阿蘇エリアでの滞在時間を長く確保できるようになります。また、特

急「あそぼーい！102号」も、37分早く熊本駅に到着します。 

 

【特急「あそぼーい！101号」の主な停車駅・時刻】 

 熊本発 新水前寺発 水前寺発 肥後大津発 立野着 阿蘇着 宮地着 

改正後 9：47 9：53 9：55 10：14 10：25 10：57 11：06 

改正前 10：28 10：36 10：39 11：01 11：15 11：49 12：00 

※ その他の停車駅：赤水 

【特急「あそぼーい！102号」の主な停車駅・時刻】 

 宮地発 阿蘇発 立野発 肥後大津発 水前寺着 新水前寺着 熊本着 

改正後 11：28 11：34 12：06 12：26 12：53 12：55 13：04 

改正前 12：22 12：28 13：01 13：14 13：32 13：34 13：41 

※ その他の停車駅：赤水 

 

 

○ 朝の通勤・通学時間帯の特急「ソニック 1号」が赤間駅に停車し、小倉・大分方面へのご

利用が便利になります。 

 

【特急「ソニック 1号」の主な停車駅・時刻】 

 列車名 博多発 赤間発 折尾着 黒崎着 小倉着 中津着 別府着 大分着 

ソニック 1号 6：22 6：45 6：55 7：01 7：12 7：48 8：32 8：44 

※ その他の停車駅：香椎、行橋、宇島、柳ヶ浦、宇佐、杵築 

 

（その他） 

○ 鹿児島本線 川内～鹿児島中央間を運転している特急「川内エクスプレス」は運転を取り

止めます。 

※ 伊集院～鹿児島中央間に、普通列車を増発します。詳しくは 7 ページを参照

特急「ソニック 1号」が赤間駅に停車します。 

阿蘇へのお出かけに便利な特急「あそぼーい！」の時刻を見直します。 

「いさぶろう 1号」を熊本発、「しんぺい 4号」を熊本着とします。 
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《久留米・筑後地区》 

 

 

○ 久留米発筑後吉井行き普通列車をうきはまで運転します。 

○ 筑後吉井発久留米行き普通列車をうきはから運転します。 

 

【延長運転する普通列車の主な停車駅・時刻】 

（久留米→うきは） 

久留米発 
久留米 

高校前発 
南久留米発 

久留米 

大学前発 
善導寺発 田主丸発 筑後吉井発 うきは発 

13：47 13：52 13：54 13：57 14：05 14：13 14：19 14：23 

※ その他の停車駅：御井、筑後草野 

（うきは→久留米） 

うきは発  筑後吉井発 田主丸発 善導寺発 
久留米 

大学前発 
南久留米発 

久留米 

高校前発 
久留米着 

14：27 14：31 14：36 14：45 14：53 14：56 14：58 15：03 

※ その他の停車駅：御井、筑後草野 

 

《大分地区》 

 

 

○ 大分 18：40発中判田行き普通列車を増発します。 

○ 中判田 21：06発大分行き普通列車を増発します。 

 

【増発する普通列車の主な停車駅・時刻】 

（大分→中判田） 

大分発 滝尾発 敷戸発 大分大学前発 中判田 

18：40 18：50 18：54 18：57 19：01 

（中判田→大分） 

中判田発  大分大学前 敷戸発 滝尾発 大分着 

21：06 21：10 21：12 21：16 21：22 

 

 

快速・普通列車 

久大本線 筑後吉井～うきは間に、普通列車を１往復延長運転します。 

豊肥本線 夕方の大分～中判田間に、普通列車を増発します。 
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《熊本地区》 

 

 

 

○ 熊本・八代～人吉間に快速列車を 4往復運転します。 

 

【増発する快速列車の停車駅・時刻】 

（熊本→人吉方面） 

熊本発 新八代発 八代発 坂本発 白石発 一勝地発 渡発 人吉着 

7：12 7：37 7：42 7：57 - 8：29 8：36 8：44 

11：48 12：14 12：19 12：32 - 13：03 13：11 13：18 

15：24 15：49 15：56 16：08 - 16：42 16：51 16：58 

- - 22：07 22：22 22：47 23：00 23：08 23：15 

 

（人吉→熊本方面） 

人吉発 渡発 一勝地発 白石発 坂本発 八代発 新八代発 熊本着 

7：10 7：17 7：25 7：37 7：58 8：10 8：15 8：40 

10：06 10：13 10：21 - 10：51 11：04 11：08 11：33 

13：30 13：37 13：45 - 14：17 14：30 14：35 15：00 

17：25 17：33 17：41 - 18：11 18：24 18：29 18：55 

 

 

 

○ 熊本 17：59発肥後大津行き普通列車を増発します。 

○ 肥後大津 18：41発熊本行き普通列車を増発します。 

 

【増発する普通列車の主な停車駅・時刻】 

（熊本→肥後大津） 

熊本発 平成発 新水前寺発 水前寺発 武蔵塚発 光の森発 肥後大津着 

17：59 18：03 18：08 18：14 18：24 18：27 18：37 

※ その他の停車駅：南熊本、東海学園前、竜田口、三里木、原水 

（肥後大津→熊本） 

肥後大津発  光の森発 武蔵塚発 水前寺発 新水前寺発 平成発 熊本着 

18：41 18：51 18：56 19：05 19：07 19：11 19：15 

※ その他の停車駅：原水、三里木、竜田口、東海学園前、南熊本 

 

 

○ 玉名 6：02発熊本行き普通列車を増発します。 

【増発する普通列車の停車駅・時刻】 

（玉名→熊本） 

玉名発 肥後伊倉発 木葉発 田原坂発 植木発 西里発 崇城大学前発 上熊本発 熊本着 

6：02 6：06 6：10 6：13 6：17 6：21 6：24 6：26 6：30 

豊肥本線 夕方の熊本～肥後大津間に、普通列車を増発します。 

鹿児島本線 早朝の玉名～熊本間に、普通列車を増発します。 

肥薩線 熊本・八代～人吉間に、快速列車を運転します。 
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《鹿児島地区》 

 

 

○ 鹿児島中央 16：37発慈眼寺行き普通列車を増発します。 

○ 慈眼寺 17：06発鹿児島中央行き普通列車を増発します。 

 

【増発する普通列車の主な停車駅・時刻】 

（鹿児島中央→慈眼寺方面） 

鹿児島中央発 郡元発 南鹿児島発 宇宿発 谷山発 慈眼寺着 

16：37 16：40 16：45 16：48 16：55 16：58 

 

（慈眼寺→鹿児島中央方面） 

慈眼寺発 谷山発 宇宿発 南鹿児島発 郡元発 鹿児島中央着 

17：06 17：11 17：14 17：18 17：20 17：24 

 

   

 

○ 鹿児島中央 7：13発伊集院行き普通列車を増発します。 

○ 伊集院 7：49発鹿児島中央行き普通列車を増発します。 

 

【増発する普通列車の停車駅・時刻】 

（鹿児島中央→伊集院方面） 

鹿児島中央発 広木発 上伊集院発 薩摩松元発 伊集院着 

7：13 7：18 7：24 7：27 7：31 

 

（伊集院→鹿児島中央方面） 

伊集院発 薩摩松元発 上伊集院発 広木発 鹿児島中央着 

7：49 7：54 7：57 8：02 8：06 

 

《宮崎地区》 

 

 

○ 宮崎空港 10：42発南宮崎行きの普通列車を増発します。 

○ 宮崎空港 15：40発宮崎行きの普通列車を増発します。 
 

【増発する普通列車の停車駅・時刻】 

 （宮崎空港→南宮崎・宮崎） 

宮崎空港発 田吉発 南宮崎発 宮崎着 

10：42 10：45 10：48 - 

15：40 15：43 15：49 15：52 

 

《その他》 

 ご利用状況にあわせて、普通列車の運転本数を見直します。これに伴い、列車の行き先や運

転時刻の変更も行います。

指宿枕崎線 鹿児島中央～慈眼寺間に、普通列車を増発します。 

鹿児島本線 伊集院～鹿児島中央間に、普通列車を増発します。 

宮崎空港線 宮崎空港～南宮崎・宮崎間に、普通列車を 2本増発します。 
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○ 熊本市南部から、熊本市中心部への通勤・通学が便利になります！ 

 

【駅の概要】 

  駅 名    西熊本（にしくまもと）駅 

  位  置    鹿児島本線 熊本～川尻間 

（住所：熊本県熊本市南区刈草一丁目１番６０号） 

  駅 体 制    無人駅 

  停車本数    上下 125本（上り 63本、下り 62本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島本線 熊本～川尻間に新駅「西熊本駅」を開業します。 

新駅開業 
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