
 

 

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

2019年 1月 18日 

 

 

 

（2019年 3月～6月） 

 

JR 九州では、多くのお客さまがご利用になるゴールデンウィークを中心に、春季期間中

（2019年 3月～6月）、新幹線の増発や在来線特急列車の増発・増結を行います。 
 

◎  ゴールデンウィーク期間中の増発本数 （4/26～5/6） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ お出かけに便利な「みずほ」・「さくら」を運転します。 

   （2019年 3月 16日以降） 
 

○博多から熊本・鹿児島中央方面へ 

さくら 373号（博多 10:23発→鹿児島中央 11:58着）土曜運転（4/28～5/3は運転） 

○鹿児島中央・熊本から博多方面へ 

さくら 372号（鹿児島中央 8:29発→博多 10:04着）土曜・休日運転 

○新大阪から熊本・鹿児島中央方面へ 

  みずほ 619号（新大阪 18：20→鹿児島中央 22：14）毎日運転（5/24除く） 

 ○鹿児島中央・熊本から新大阪方面へ 

  みずほ 616号（鹿児島中央 11:24→新大阪 15:24）毎日運転 

 

この他に、九州から新大阪方面へ、また新大阪方面から九州へのご旅行に便利な「みずほ」・

「さくら」を運転します。 

春休みなどにも、新幹線の増発や在来線特急列車の増発・増結を行います。 

詳しくは、【別紙】「臨時列車の時刻・停車駅のご案内」をご覧下さい。 
 

■今回お知らせいたしました列車の詳細な運転時刻は、時刻表 2月号並びに 3 月号をご確認ください。 

   

 

春の増発・増結列車のご案内 

《九州新幹線》 

「みずほ」を 32 本増発 

「さくら」を 94 本増発 

《在来線特急》 

在来線特急列車を 323 本増発 

・長崎本線   特急「かもめ」を 136 本増発 

・佐世保線 特急「みどり」を 18 本増発 

特急「ハウステンボス」を 102 本増発 

・日豊本線    特急「ソニック」を 39 本、特急「にちりん」を 28 本増発 
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【九州新幹線】春季期間（2019 年 3 月～6 月） 

 

「みずほ」 新大阪～熊本・鹿児島中央間に 301 本増発。 

「さくら」 新大阪～鹿児島中央間に 79 本増発、博多～鹿児島中央間に 84 本増発。 
 
 

■山陽・九州相互直通新幹線（みずほ・さくら）  

 

＜新大阪－熊本・鹿児島中央＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

みずほ 615 号 新大阪 11：52 
鹿児島
中央 

15：49 3/1～3/15 
新神戸、姫路、岡山、広島、小倉、 

博多、久留米、熊本 

みずほ 617 号 新大阪 14：20 
鹿児島
中央 

18：17 

3/17.21.22.24.29.31 
4/5.7.14.21.26.27.29.30 
5/1～6.12.19.26 
6/2.9.16.23.30 

新神戸、岡山、広島、小倉、博多、熊本 

みずほ 619 号 新大阪 

18：52 

鹿児島
中央 

22：46 3/1～15 

新神戸、岡山、広島、小倉、博多、 

熊本、川内 

18：20 22：14 
3/16～4/30 
5/1～23.25～31 
6/1～6/30 

さくら 581 号 新大阪 8：11 
鹿児島
中央 

13：09 
4/27.28 
5/3 

新神戸、岡山、福山、広島、徳山、 

新山口、小倉、博多、新鳥栖、久留米、

熊本、新八代、新水俣、出水、川内 

さくら 583 号 新大阪 9：14 
鹿児島 
中央 

13：39 
3/30 
4/27～30 
5/1～6 

新神戸、姫路、岡山、福山、広島、 

小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、 

新八代、新水俣、出水、川内 

さくら 585 号 新大阪 10：20 
鹿児島
中央 

14：43 
3/30 
4/27.28 
5/3～6 

新神戸、岡山、福山、広島、新山口、 

小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、 

新八代、新水俣、出水、川内 

さくら 587 号 新大阪 12：20 
鹿児島
中央 

16：45 
4/27.28 
5/3～6 

新神戸、姫路、岡山、広島、小倉、 

博多、新鳥栖、久留米、熊本、新八代、

新水俣、出水、川内 

さくら 589 号 新大阪 13：20 
鹿児島
中央 

17：32 
3/23.30 
4/6.27.28 
5/2～6 

新神戸、姫路、岡山、広島、小倉、 

博多、新鳥栖、久留米、熊本、新八代、

新水俣、出水、川内 

 

臨時列車の時刻・停車駅のご案内 
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＜鹿児島中央－新大阪＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 途中停車駅 

みずほ 614 号 
鹿児島
中央 

11：24 新大阪 15：24 3/1～15 
熊本、久留米、博多、小倉、広島、 

岡山、姫路、新神戸 

みずほ 616 号 
鹿児島
中央 

16：32 

新大阪 

20：24 3/1～15 
川内、熊本、博多、小倉、広島、岡山、

新神戸 

11：24 15：24 3/16～6/30 
熊本、久留米、博多、小倉、広島、 

岡山、姫路、新神戸 

さくら 580 号 

熊本 6：57 新大阪 10：24 5/6 
久留米、新鳥栖、博多、小倉、新山口、

広島、岡山、姫路、新神戸 

鹿児島 
中央 

6：00 新大阪 10：24 
3/23.30 
4/6.27.28 
5/3.4 

川内、出水、新水俣、新八代、熊本、 

久留米、新鳥栖、博多、小倉、新山口、

広島、岡山、姫路、新神戸 

さくら 584 号 
鹿児島
中央 

12：18 新大阪 16：24 
3/21.24.29.31 
4/5.7.26.27.29.30 
5/1～6 

川内、熊本、久留米、新鳥栖、博多、 

小倉、徳山、広島、岡山、姫路、新神戸 

さくら 586 号 
鹿児島
中央 

12：58 新大阪 17：24 
4/26.28～30 
5/1～6 

川内、出水、新水俣、新八代、熊本、 

久留米、新鳥栖、博多、小倉、徳山、 

広島、福山、岡山、姫路、新神戸 

さくら 588 号 
鹿児島
中央 

17：24 新大阪 21：39 
3/31 
4/26.29 
5/2～6 

川内、出水、新水俣、新八代、熊本、 

久留米、新鳥栖、博多、小倉、新山口、 

広島、福山、岡山、新神戸 

 

■九州管内新幹線（さくら） 

＜博多－熊本・鹿児島中央＞ 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 ※途中停車駅 

さくら 373 号 博多 

10：24 

鹿児島
中央 

11：59 3/2.9 

新鳥栖、久留米、熊本、新八代、 

新水俣、出水、川内 

10：23 11：58 

3/16.23.30 
4/6.13.20.27～30 
5/1～4.11.18.25 
6/1.8.15.22.29 

さくら 385 号 博多 14：24 熊本 15：03 
4/27 
5/5.6 

新鳥栖、久留米 

さくら 425 号 博多 20：51 
鹿児島
中央 

22：14 5/24 熊本、川内 

 
＜鹿児島中央－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 

さくら 372 号 
鹿児島
中央 

8：29 博多 10：04 

3/2.3.9.10.16.17.21.23.24. 
30.31 
4/6.7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

川内、出水、新水俣、新八代、   

熊本、久留米、新鳥栖 

さくら 374 号 
鹿児島 
中央 

9：53 博多 11：28 5/3～6 
川内、出水、新水俣、新八代、 

熊本、久留米、新鳥栖 

さくら 388 号 
鹿児島 
中央 

14：44 博多 16：21 
3/23.24.30.31 
4/27～29 
5/5.6 

川内、出水、新水俣、新八代、 

熊本、久留米、新鳥栖 
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【長崎本線・佐世保線】  

「かもめ」 春季期間（2019 年 3 月～6月）に 372 本増発 
 

＜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 13：24 

3/2.3.9.10.16～31 
4/1～7.13.14.20.21.26～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前鹿島、 

諫早、浦上 

かもめ 91 号 博多 12：15 長崎 14：24 

3/21～24.30.31 
4/6.7.27～30 
5/1～6 

かもめ 93 号 博多 13：15 長崎 15：23 

かもめ 95 号 博多 14：15 長崎 16：24 

かもめ 83 号 博多 15：15 長崎 17：23 

3/2.3.9.10.16～31 
4/1～7.13.14.20.21.26～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

 
＜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 10：47 博多 12：53 

3/2.3.9.10.16～31 
4/1～7.13.14.20.21.26～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

浦上、諫早、肥前鹿島、佐賀、 

新鳥栖、鳥栖 

かもめ 92 号 長崎 11：41 博多 13：53 

3/21～24.30.31 
4/6.7.27～30 
5/1～6 

かもめ 94 号 長崎 12：43 博多 14：53 

かもめ 96 号 長崎 13：46 博多 15：53 

かもめ 84 号 長崎 14：46 博多 16：51 

3/2.3.9.10.16～31 
4/1～7.13.14.20.21.26～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

 
 

＜博多－佐賀＞ 

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 61 号 博多 11：58 佐賀 12：40 
4/27.28 

鳥栖、新鳥栖 

かもめ 63 号 博多 12：46 佐賀 13：27 

かもめ 65 号 博多 13：39 佐賀 14：24 

4/27.28 
5/5.6 

かもめ 67 号 博多 14：38 佐賀 15：24 

かもめ 69 号 博多 15：35 佐賀 16：24 

 
 
 
 

春休みや GW期間を中心に、特急列車を増発します。 
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＜佐賀－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 62 号 佐賀 11：41 博多 12：30 

4/27.28 
5/5.6 

新鳥栖、鳥栖 

かもめ 64 号 佐賀 13：41 博多 14：30 

かもめ 66 号 佐賀 15：39 博多 16：28 

かもめ 68 号 佐賀 16：18 博多 17：06 
5/5.6 

かもめ 70 号 佐賀 18：07 博多 18：48 

 
 
 

「みどり」 春季期間（2019 年 3 月～6月）に 18 本増発 
 
＜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 91 号 

博多 9：09 佐世保 11：19 

4/27.28 
5/6 

鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前山口、 

武雄温泉、有田、早岐 

九十九島 
みどり 93 号 

博多 10：05 佐世保 12：06 

九十九島 
みどり 95 号 

博多 12：58 佐世保 15：20 

 
＜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 92 号 

佐世保 12：59 博多 15：10 

4/27.28 
5/6 

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 94 号 

佐世保 14：54 博多 16：48 

九十九島 
みどり 96 号 

佐世保 16：00 博多 17：48 
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「ハウステンボス」 春季期間（2019 年 3 月～6 月）に 600 本増発   
 
＜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
1 号 

博多 7：29 
ハウス
テンボス 

9：22 
3/23.24.30.31 
4/6.7.27～30 
5/1～6 

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
7 号 

博多 10：32 
ハウス
テンボス 

12：19 

3/2.3.9.10.16.17.21～31 
4/1～7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

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 

13：19 3/1～6/30 

ハウステンボス
11 号 

博多 12：31 
ハウス
テンボス 

14：22 3/2.3.9.10.16.17.21～31 
4/1～7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

ハウステンボス
17 号 

博多 15：31 
ハウス
テンボス 

17：19 

 
 
＜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
10 号 

ハウス 
テンボス 

9：46 博多 11：34 
3/23.24.30.31 
4/6.7.27～30 
5/1～6 

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
16 号 

ハウス 
テンボス 

12:46 博多 14：34 

3/2.3.9.10.16.17.21～31 
4/1～7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

ハウステンボス
18 号 

ハウス 
テンボス 

13：47 博多 15：34 

3/2.3.9.10.16.17.21～31 
4/1～7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

ハウステンボス
20 号 

ハウス 
テンボス 

14：46 博多 16：36 3/1～6/30 
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 

17：47 博多 19：35 

3/2.3.9.10.16.17.21～31 
4/1～7.13.14.20.21.27～30 
5/1～6.11.12.18.19.25.26 
6/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

早岐、有田、武雄温泉、肥前山口、

佐賀、新鳥栖、鳥栖、二日市 
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【日豊本線】 

「ソニック」 春季期間（2019 年 3 月～6 月）に 39 本増発 

「にちりん」 春季期間（2019 年 3 月～6 月）に 28 本増発 
 

＜小倉－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 85 号 小倉 12：51 大分 14：32 
4/27～30 
5/1～6 

行橋、宇島、中津、柳ヶ浦、宇佐、 

杵築、別府 

ソニック 93 号 小倉 16：32 大分 18：00 
4/27～30 
5/1～5 

行橋、中津、杵築、別府 

にちりん 83 号 小倉 11：42 大分 13：21 
4/27～30 
5/1～6 

行橋、宇島、中津、杵築、別府 

にちりん 87 号 小倉 13：47 大分 15：23 
4/27.28 
5/5.6 

行橋、宇島、中津、杵築、亀川、別府 

 
 
＜大分－小倉＞ 

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 84 号 大分 10：47 小倉 12：24 

4/27～30 
5/1～6 

別府、杵築、宇佐、柳ヶ浦、中津、宇島、

行橋 
ソニック 92 号 大分 14：47 小倉 16：19 

にちりん 82 号 大分 9：50 小倉 11：24 別府、亀川、杵築、中津、宇島、行橋 

にちりん 86 号 大分 11：48 小倉 13：24 
4/27.28 
5/5.6 

別府、杵築、宇佐、柳ヶ浦、中津、宇島、

行橋 

 


