
台風１４号による鉄道の計画運休

○JR九州（９月１７日８時５０分現在）
9月17日(土)、18（日）計画運休（19日の計画は未公表）
※プレスリリース資料参照

○JR西日本（山陽新幹線広島～博多、博多南線）
9月19日(月)の始発から列車の運転を取りやめる可能性
○西日本鉄道

9月18日(日)午後、9月19日(月)の始発から列車の運転を
取りやめる可能性

○福岡市地下鉄

9月19日(月)列車の運転を取りやめる可能性



○九州新幹線

運転計画 変更

　通常どおり運転

○特急列車・Ｄ＆Ｓ列車

運転計画 変更

　ソニック201号（博多22:32発　中津行）運休
　ソニック102号（大分22:55発　中津行）運休

ソニック 大分～佐伯 　ソニック41号（博多16:57発　佐伯行）大分～佐伯間　運休

　下り：きらめき５号から運休
　上り：全列車運休

　かもめ103号（博多23:34発　佐賀行）運休

宮崎空港～大分
　下り：にちりん11号から運休
　上り：にちりん14号から運休

　下り：きりしま11号から運休（南宮崎～鹿児島中央間　運休）
　上り：きりしま12号から運休

★

　下り：ひゅうが11号から運休
　上り：ひゅうが６号から運休

　ゆふいんの森５号、６号　運休
　ゆふ５号、６号　運休

　全列車運休　（海幸山幸１号、２号、３号、４号　運休）海幸山幸 宮崎～南郷

にちりん

きりしま 宮崎～鹿児島中央

ひゅうが 延岡～南宮崎・宮崎空港

かもめ 博多～佐賀・長崎

列車名 区間

ソニック 博多～大分

ゆふいんの森、ゆふ 博多～由布院～別府

以下に記載していない列車・線区は、通常どおりの運転を計画しておりますが、

気象状況及び線路設備等の状況などにより、記載以外の線区、列車でも運休、遅れが発生する場合があります。

きらめき 博多～門司港

9月18日（日）の運転計画は別途お知らせしておりますが、九州全域で列車の運休、遅れが発生する可能性があります。

前回からの変更点については「★」を記載しております。

列車名 区間

みずほ・さくら・つばめ 博多～鹿児島中央

次回の発表は、9月17日（土）　12時頃を予定しています。

【8:50現在】

2022年9月17日

九州旅客鉄道株式会社

最新の運行状況は、ＪＲ九州Webサイトの「運行情報」欄も合わせてご確認ください。

報道関係各位

最新の運行状況は、ＪＲ九州Webサイトの「運行情報」欄も合わせてご確認ください。

台風14号接近に伴う9月17日(土)の運転状況について【9/17　8：50時点】

台風14号接近に伴う本日の運転状況は以下の通りです。



○普通列車
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　　　　　　: 宮地～豊後竹田
　　下り　宮地20時01発　豊後竹田行
　　上り　豊後竹田17時34分発　宮地行　から終日運転見合わせ

鹿児島本線　: 吉塚～鳥栖
　以下の列車のみ運休
　　下り　吉塚17時43分発　早岐行

　以下の列車のみ運休
　　上り　唐津21:38発　佐賀行

　　　　　　: 豊後竹田～中判田
　　下り　豊後竹田20時48分発　大分行
　　上り　中判田20時53分発　豊後竹田行　から終日運転見合わせ

　　　　　　：筑前前原～唐津（西唐津）
　　下り　筑前前原21時38分発　西唐津行
　　上り　西唐津21時30分発　筑前前原行　から本数を減らして運転

　　下り　熊本20時29分発　三角行
　　上り　三角21時32分発　熊本行　から終日運転見合わせ

　※災害等の影響により、不通及びバス代行を行っている区間に関しては、ＪＲ九州Webサイトの「運行情報」欄をご確認ください。

　※運転状況について（用語のご説明）
　・「終日運転見合わせ」→その区間において、当日は列車の運転をおこないません。
　・「運転見合わせ」　　→その区間において、当日の点検等の状況次第で運転再開する可能性があります。

肥薩線  　　:吉松～隼人
　　下り　都城13時05分発　隼人行
　　上り　隼人14時36分発　吉松行　から終日運転見合わせ

吉都線　 　 :都城～吉松
　　下り　都城13時05分発　隼人行
　　上り　吉松13時12分発　都城行　から終日運転見合わせ

日南線 　 　：南宮崎～青島　　
　　下り　宮崎5時24分発　志布志行　から本数を減らして運転
　　　　　宮崎10時30分発　南郷行　から終日運転見合わせ
　　上り　志布志7時30分発　宮崎行　から終日運転見合わせ

指宿枕崎線  :鹿児島中央～山川

　　下り　鹿児島中央10時02分発　枕崎行　から本数を減らして運転
　　　　　鹿児島中央16時18分発　喜入行　から終日運転見合わせ
　　上り　枕崎13時20分発　指宿行　から本数を減らして運転
　　　　　山川16時34分発　鹿児島中央行　から終日運転見合わせ

　　　  　　:山川～枕崎
　　下り　鹿児島中央10時02分発　枕崎行
　　上り　枕崎13時20分発　指宿行　から終日運転見合わせ

宮崎空港線  :田吉～宮崎空港

　　下り　宮崎12時11分発　宮崎空港行　から本数を減らして運転
　　　　　高鍋17時51分発　宮崎空港行　から終日運転見合わせ
　　上り　宮崎空港12時35分発　宮崎行　から本数を減らして運転
　　　　　宮崎空港19時32分発　延岡行　から終日運転見合わせ

　　　  　　：青島～志布志　　
　　下り　宮崎5時24分発　志布志行　から本数を減らして運転
　　　　　青島9時40分発　油津行　から終日運転見合わせ
　　上り　油津8時49分発　宮崎行　から終日運転見合わせ

 　　　　　 :宮崎～西都城

　　下り　宮崎13時38分発　西都城行　から本数を減らして運転
　　　　　南宮崎18時07分発　田野行　から終日運転見合わせ
　　上り　西都城15時03分発　宮崎行　から本数を減らして運転
　　　　　西都城17時39分発　南宮崎行　から終日運転見合わせ

　　　 　　 :西都城～国分
　　下り　都城17時15分発　鹿児島中央行
　　上り　鹿児島中央16時36分発　都城行　から終日運転見合わせ

　　　 　　 :国分～鹿児島中央

　　下り　国分16時29分発　鹿児島中央行　から本数を減らして運転
　　　　　都城18時43分発　鹿児島中央行　から終日運転見合わせ
　　上り　鹿児島中央13時38分発　国分行　から本数を減らして運転
　　　　　鹿児島中央18時34分発　鹿児島行　から終日運転見合わせ

大村線　　　：早岐～諫早　　 　通常通り運転

日豊本線　　:中津～大分
　　下り　亀川19時24分発　大分行
　　上り　大分18時34分発　亀川行から本数を減らして運転

　　　　　  :延岡～宮崎
　　下り　延岡17時43分発　宮崎空港行
　　上り　宮崎空港18時39分発　延岡行　から終日運転見合わせ

　　　　　  :佐伯～延岡

　　　　　  ：大分～幸崎
　　下り　大分20時31分発　佐伯行
　　上り　佐伯20時15分発　大分行　から本数を減らして運転

　　　　　  ：幸崎～佐伯
　　下り　大分20時31分発　佐伯行
　　上り　佐伯20時15分発　大分行　から終日運転見合わせ

　　下り　佐伯17時29分発　重岡行
　　上り　重岡18時21分発　大分行　から終日運転見合わせ

佐世保線　　：佐世保～肥前山口 　通常通り運転

　　　　　　：日田～向之原
　　下り　向之原20時59分発　庄内行
　　上り　日田20時55分発　豊後森行　から終日運転見合わせ

　　　　　　：向之原～大分
　　下り　大分22時41分発　由布院行
　　上り　豊後森21時38分発　大分行　から終日運転見合わせ

久大本線　　：久留米～日田
　　下り　久留米21時02分発　日田行　から終日運転見合わせ
　　上り　日田19時28分発　久留米行　から本数を減らして運転

筑肥線　　　：姪浜～筑前前原 　　下り　福岡空港22時35分発　筑前前原行　から本数を減らして運転

長崎本線　　：肥前大浦～長崎（旧線含む） 　通常通り運転

　　　　　　：山本～伊万里
　以下の列車のみ運休
　　下り　西唐津20:06発　伊万里行

唐津線　　　：久保田～西唐津

　　　　　　：肥前山口～諫早
　以下の列車のみ運休
　　下り　肥前山口21:13発　肥前大浦行

長崎本線　　：鳥栖～肥前山口
　以下の列車のみ運休
　　下り　吉塚17時43分発　早岐行

区間 運転計画

　　　　　　: 熊本～八代
　以下の列車のみ運休
　　下り　熊本21時17分発　八代行
　　下り　銀水22時01分発　八代行 は、熊本～八代間　運休

佐世保線　　：肥前山口～佐世保
　以下の列車のみ運休
　　下り　吉塚17時43分発　早岐行
　　　　　鳥栖21時07分発　早岐行 は、肥前山口～早岐間　運休

　　　　　　: 川内～鹿児島中央
　　下り　川内19時28分　鹿児島中央行
　　上り　鹿児島中央18時53分　川内行　から終日運転見合わせ

豊肥本線　　：熊本～肥後大津　
　　下り　熊本18時52分発　肥後大津行
　　上り　豊後竹田20時59分発　熊本行　から本数を減らして運転

　　　　　　: 肥後大津～宮地
　　下り　肥後大津19時52分発　宮地行　から本数を減らして運転
　　　　　熊本20時54分発　宮地行　から終日運転見合わせ
　　上り　宮地20時57分発　肥後大津行　から終日運転見合わせ

　　　　　　: 中判田～大分
　　下り　中判田21時50分発　大分行　から本数を減らして運転
　　　　　中判田23時07分発　大分行　から終日運転見合わせ
　　上り　大分22時50分発　豊後竹田行　から終日運転見合わせ

三角線　　　：熊本～三角



2022年9月16日

【18:30現在】
九州旅客鉄道株式会社

○九州新幹線

運転計画

　12:00頃から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

○特急列車・Ｄ＆Ｓ列車

運転計画

　始発から終日運転見合わせ

大分～佐伯 　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

博多～直方 　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

博多～佐世保・ハウステンボス 　始発から終日運転見合わせ

小倉・大分～宮崎空港 　始発から終日運転見合わせ

博多～宮崎空港 　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

鹿児島中央～指宿 　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

　始発から終日運転見合わせ

或る列車 博多～由布院

36ぷらす３ 大分～博多

指宿のたまて箱

海幸山幸 宮崎～南郷

SL人吉 鳥栖～熊本

かわせみ　やませみ
いさぶろう・しんぺい

博多～門司港

ゆふいんの森、ゆふ 博多～由布院・別府

A列車で行こう 熊本～三角

九州横断特急
あそほーい！
あそ

熊本～宮地・別府

みどり・ハウステンボス

にちりん

にちりんシーガイア

きりしま 宮崎～鹿児島中央

ひゅうが 延岡～南宮崎・宮崎空港

ソニック

博多～大分

きらめき 門司港～博多

かいおう

かもめ 博多～佐賀・長崎

みずほ・さくら・つばめ
博多～熊本

熊本～鹿児島中央

列車名 区間

最新の運行状況は、ＪＲ九州Webサイトの「運行情報」欄も合わせてご確認ください。

9月19日（月）の運転計画は決定次第、別途お知らせいたしますが、九州全域で列車の運休、遅れが発生する可能性があります。

前回からの変更点については「★」を記載しております。

次回の発表は、9月17日（土）　９時頃を予定しています。

列車名 区間

台風14号接近に伴う9月18日(日)の運転計画について【9/16　18：30時点】

台風14号接近に伴う9月18日（日）の運転計画は以下の通りです。

以下に記載していない列車・線区は、通常どおりの運転を計画しておりますが、

気象状況及び線路設備等の状況などにより、記載以外の線区、列車でも運休、遅れが発生する場合があります。



○在来線

筑豊本線　　：若松～桂川

篠栗線　　　：吉塚～桂川

原田線　　　：桂川～原田

唐津線　　　：久保田～西唐津

日豊本線　　:小倉～柳ヶ浦

〇一部駅の休業について

台風の接近に伴い、一部の駅で9月18日（日）～19日（月）において、営業を取りやめます。

空港線　　：田吉～宮崎空港　　 始発から終日運転見合わせ

　※災害等の影響により、不通及びバス代行を行っている区間に関しては、ＪＲ九州Webサイトの「運行情報」欄をご確認ください。

　※運転状況について（用語のご説明）
　・「終日運転見合わせ」→その区間において、当日は列車の運転をおこないません。
　・「運転見合わせ」　　→その区間において、当日の点検等の状況次第で運転再開する可能性があります。

肥薩線  　　:吉松～隼人 始発から終日運転見合わせ

吉都線　 　 :都城～吉松 始発から終日運転見合わせ

日南線 　 　：田吉～志布志　　 始発から終日運転見合わせ

指宿枕崎線  :鹿児島中央～枕崎 始発から終日運転見合わせ

 　　　　　 :南宮崎～鹿児島中央 始発から終日運転見合わせ

　　　　　  ：大分～南宮崎 始発から終日運転見合わせ

大村線　　　：早岐～諫早　　 始発から終日運転見合わせ

12:00頃から終日運転見合わせ

　　　　　　:柳ヶ浦～大分 始発から終日運転見合わせ

佐世保線　　：佐世保～肥前山口 始発から終日運転見合わせ

久大本線　　：久留米～大分 始発から終日運転見合わせ

筑肥線　　　：姪浜～唐津（西唐津） 始発から終日運転見合わせ

　　　　　　：山本～伊万里 始発から終日運転見合わせ

始発から終日運転見合わせ

長崎本線　　：鳥栖～長崎（旧線含む） 始発から終日運転見合わせ

三角線　　　：熊本～三角 始発から終日運転見合わせ

後藤寺線　　：新飯塚～田川後藤寺　　 始発から終日運転見合わせ

香椎線　　：西戸崎～宇美　　 12:00頃から終日運転見合わせ

豊肥本線　　：熊本～大分 始発から終日運転見合わせ

　　　　　　: 川内～鹿児島中央 始発から終日運転見合わせ

12:00頃から終日運転見合わせ

12:00頃から終日運転見合わせ

始発から終日運転見合わせ

日田彦山線　: 城野～添田 始発から終日運転見合わせ

山陽本線　: 下関～門司 12:00頃から終日運転見合わせ

鹿児島本線　: 門司港～荒尾 12:00頃から終日運転見合わせ

鹿児島本線　: 荒尾～八代 始発から終日運転見合わせ

区間 運転計画



九州のりものｉｎｆｏ．ｃｏｍ

URL http://www.norimono-info.com/

運行情報はメール配信もできます


