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JR 九州では、2019 年 9 月 20 日（金）～11 月２日（土）に日本では初開催の「ラグビーワールドカップ

2019日本大会」を観戦されるお客さまに利用しやすい、臨時列車の運転および列車の増結を実施します。 

また、試合会場の最寄りの駅では、お客さまにスムーズにご乗車いただけるよう案内体制の充実を図ります。 

 
 

 

 

 

 
 
※大分会場は、試合終了1時間後～5時間後の日豊本線・久大本線の合計定員と通常時定員の比較 

※熊本会場は、試合終了30分後～5時間後の豊肥本線の合計定員と通常時定員との比較 

大分会場 

競技日程 
競技時間 

（キックオフ） 
試合 記事 

10月2日（水） 19:15 ニュージーランド VS カナダ 特急・普通列車 26本増発 

10月5日（土） 14:15 オーストラリア VSウルグアイ  特急・普通列車 21本増発 

10月９日（水） 18:45 ウェールズ VS フィジー 特急・普通列車 26本増発 

10月19日（土） 16:15 準々決勝 特急・普通列車 32本増発 

10月20日（日） 16:15 準々決勝 特急・普通列車 32本増発 

 ※期間計143本には、準々決勝の前日（10/18）および翌日（10/21）の臨時特急列車計6本を含む 

熊本会場 

競技日程 
競技時間 

（キックオフ） 
試合 記事 

10月6日（日） 16:45 フランス VS トンガ 九州新幹線1本・普通列車7本増発 

10月13日（日） 17:15 ウェールズ VS ウルグアイ 九州新幹線1本・普通列車7本増発 

福岡会場 

東平尾公園博多の森球技場開催における当社の臨時列車等の運転計画はありません。 

  

 
 
 

大分会場の試合後に合わせ、臨時列車運転・列車増結で通常の約2.8倍の定員を確保 

・試合時間前後に博多・小倉～大分の特急臨時列車および大分地区の普通臨時列車を期間計143本増発 

・準々決勝の試合に合わせて、小倉～大分間の臨時特急列車を試合前日・翌日も増発 

熊本会場の試合後に合わせ、臨時列車運転・列車増結で通常の約2.4倍の定員を確保 

・試合時間前後に博多～熊本の九州新幹線臨時列車および豊肥本線の普通臨時列車を期間計16本増発 

・試合開催日は、試合開始前・終了後に合わせて豊肥本線の普通列車を２両増結して４両運転 

 



 

 

別 紙 

大分会場 臨時列車 

競技日程 
競技時間 

（キックオフ） 
試合 

10月2日（水） 19:15 ニュージーランドVSカナダ 

10月5日（土） 14:15 オーストラリアVSウルグアイ 

10月９日（水） 18:45 ウェールズVSフィジー 

10月19日（土） 16:15 準々決勝 

10月20日（日） 16:15 準々決勝 
 

《博多・小倉 ⇔ 大分 特急列車》 
試合開始前 小倉発⇒大分行き 

【10月2日（水）・9日（水）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん85号 大分 12:51 14:32 

行橋、中津、別府 
ソニック87号 大分 13:47 15:23 

にちりん89号 大分 14:47 16:23 

にちりん91号 大分 16:31 18:00 

 

【10月5日（土）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん81号 大分 10:42 12:20 
行橋、中津、別府 

にちりん83号 大分 11:42 13:21 

 

【10月19日（土）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん81号 大分 10:42 12:20 

行橋、中津、別府 
ソニック83号 大分 11:42 13:21 

にちりん85号 大分 12:51 14:32 

にちりん87号 大分 13:47 15:23 

 

【10月20日（日）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん81号 大分 10:42 12:20 

行橋、中津、別府 
ソニック83号 大分 11:42 13:21 

にちりん85号 大分 12:51 14:32 

にちりん87号 大分 13:47 15:23 

 

 

 

 



 

 

別 紙 

試合終了後 大分発⇒小倉・博多行き ※普通車全車自由席（グリーン券は車内でのみで発売します） 

【10月2日（水）】 

列車名 行先 大分発 小倉着 博多着 停車駅 

ソニック90号 小倉 22:06 23:34 ― 別府、中津、行橋 

にちりん92号 博多 22:55 0:31 1:23 
別府、亀川、杵築、宇佐、柳ヶ浦 
中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック94号 小倉 23:36 1:11 ― 別府、中津、行橋 

にちりん96号 博多 0:06※ 1:31 2:17 
別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック98号 博多 0:30※ 1:54 2:48 

※ 0時以降については、運転日が翌日となりますのでご注意ください。 

 

【10月5日（土）】 

列車名 行先 大分発 小倉着 博多着 停車駅 

ソニック84号 小倉 19:55 21:27 ― 別府、中津、行橋 

にちりん86号 博多 20:37 22:06 23:07 
別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

にちりん88号 博多 21:27 23:02 23:56 

ソニック90号 小倉 22:06 23:34 ― 別府、中津、行橋 

 

【10月9日（水）】 

列車名 行先 大分発 小倉着 博多着 停車駅 

ソニック90号 小倉 22:06 23:34 ― 別府、中津、行橋 

にちりん92号 博多 22:55 0:31 1:22 
別府、亀川、杵築、宇佐、柳ヶ浦 
中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック94号 小倉 23:36 1:11 ― 別府、中津、行橋 

にちりん96号 博多 0:06※ 1:31 2:17 
別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック98号 博多 0:30※ 1:54 2:48 

※ 0時以降については、運転日が翌日となりますのでご注意ください。 

 

【10月19日（土）・20日（日）】 

列車名 行先 大分発 小倉着 博多着 停車駅 

ソニック86号 博多 20:37 22:06 23:07 
別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

にちりん88号 博多 21:27 23:02 23:56 

ソニック90号 小倉 22:00 23:34 ― 別府、中津、行橋 

にちりん92号 博多 22:17 23:52 1:00 別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

にちりん94号 博多 22:55 0:31 1:22 
別府、亀川、杵築、宇佐、柳ヶ浦 
中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

ソニック96号 博多 23:36 1:11 1:58 別府、中津、行橋、小倉、黒崎、折尾 

 

○10月2日・9日・19日・20日の特急「ソニック102号」は、「にちりん92号」または「にちりん94号」

として、運転区間を博多まで延長します。 



 

 

別 紙 

準々決勝前日 小倉発⇒大分行き 

【10月18日（金）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん83号 大分 11:42 13:21 

行橋、中津、別府 
にちりん85号 大分 12:51 14:32 

ソニック89号 大分 14:47 16:23 

にちりん91号 大分 16:31 18:00 

 

【10月19日（土）】 

列車名 行先 小倉発 大分着 停車駅 

にちりん89号 大分 14:47 16:23 
行橋、中津、別府 

ソニック91号 大分 16:31 18:00 

 

準々決勝翌日 大分発⇒小倉行き 

【10月20日（日）・21日（月）】 

列車名 行先 大分発 小倉着 停車駅 

ソニック80号 小倉 8:15 9:56 
別府、中津、行橋 

にちりん82号 小倉 9:50 11:24 

 

 

《別府方面 普通列車》 

試合終了後に合わせて、別府方面へ1日10～13本の列車を増発します。（1時間に4～６本運転） 

また、試合開始の遅い10月２日及び９日については、通常の最終列車より、大分駅発時刻が41 分遅い 

時間まで列車を増発します。 

 

〔大分駅 時刻表〕※10月2日及び９日 

日豊本線 別府方面 普通列車 

22 
13 
中津 

40 
亀川 

48 
亀川 

    

23 
00 
日出 

22 
別府 

27 
亀川 

40 
中山香 

47 
別府 

54 
亀川 

59 
別府 

0 
11 
別府 

21 
別府 

     

  ※太字斜字が増発列車 

 

○詳細な時刻については、ホームページで準備出来次第お知らせします。 

  



 

 

別 紙 

《由布院方面 特急列車》※全車自由席 
【10月2日（水）・9日（水）】 

列車名 行先 大分発 由布院着 日田着 停車駅 

ゆふ82号 日田 22:10 23:03 23:59 向之原、湯平、由布院、豊後中村、豊後森、天ヶ瀬 

ゆふ84号 由布院 22:52 23:46 ― 向之原、湯平 

 

【10月5日（土）】 

列車名 行先 大分発 由布院着 日田着 停車駅 

ゆふ82号 日田 17:32 18:28 19:46 向之原、湯平、由布院、豊後中村、豊後森、天ヶ瀬 

ゆふ84号 由布院 22:10 23:03 ― 向之原、湯平 

 

【10月19日（土）・20日（日）】 

列車名 行先 大分発 由布院着 日田着 停車駅 

ゆふ82号 日田 20:01 21:00 21:55 向之原、湯平、由布院、豊後中村、豊後森、天ヶ瀬 

ゆふ84号 由布院 22:10 23:03 ― 向之原、湯平 

 

 

《由布院方面 普通列車》 

久大本線では、試合終了後に合わせて、由布院方面へ1日５本の列車を増発します。 

（1時間に１～３本運転）※通常区間の延長運転含む。 

また、試合開始の遅い10月２日及び９日については、通常の最終列車より、大分駅発時刻が1時間31分 

遅い時間まで列車を増発します。 

 

〔大分駅 時刻表〕※10月2日及び９日 

久大本線 由布院方面 普通列車 

22 
20 

由布院 

40 
由布院 

59 
由布院 

23 
26 

由布院 

40 
由布院 

 
 

0 
10 

由布院 

30 
由布院 

 

  ※太字斜字が増発列車 

  ※23時台の列車は延長運転 

 

○詳細な時刻については、ホームページで準備出来次第お知らせします。 

 



 

 

別 紙 

熊本会場 臨時列車 

競技日程 
競技時間 

（キックオフ） 
試合 

10月6日（日） 16:45 フランスVSトンガ 

10月13日（日） 17:15 ウェールズVSウルグアイ 

 

《博多方面 九州新幹線》 
試合終了後 熊本発⇒博多行き  ８００系６両編成 ※全車自由席 

【10月6日（日）・13日（日）】 

列車名 行先 熊本発 博多着 停車駅 

さくら394号 博多 22:12 22:51 久留米、新鳥栖 

 

《熊本方面 普通列車》 
豊肥本線では、試合開始前に合わせて熊本方面から1日2本の列車、試合終了後に合わせて熊本方面へ 

1日５本の列車を増発します。 

また、試合前後のお客さまのご利用が集中する時間帯（光の森駅発着13時～23時）の列車は全て4両編成

（2両増結）で運転します。 

 

○詳細な時刻については、ホームページで準備出来次第お知らせします。 

 

（参考）福岡会場 

東平尾公園博多の森競技場開催における当社の臨時列車等の運転計画はありません。 

 

競技日程 
競技時間 

（キックオフ） 
試合 

9月26日（木） 16:45 イタリアVSカナダ 

10月２日（水） 16:45 フランスVSアメリカ 

10月12日（土） 19:45 アイルランドVSサモア 

 


