
台風１１号による鉄道の運行情報について

○JR九州（９月５日5時00分、１３時００分現在）

○JR西日本（９月５日１０時３０分現在）

○西日本鉄道（９月５日１１時１０分現在）

※プレスリリース資料参照



2022年9月5日

【5：00現在】

九州旅客鉄道株式会社

○九州新幹線

運転状況及び運転計画

　通常どおり運転

○特急列車・Ｄ＆Ｓ列車

運転状況及び運転計画

　本数を減らして運転
　下り　ソニック55号(博多20:20発　大分行)まで運転
　上り　ソニック58号(大分20:12発　博多行)まで運転

ソニック 大分～佐伯 　下り　ソニック41号　運休（大分～佐伯間）※博多～大分間は運転

　本数を減らして運転
　下り　きらめき3号（門司港7:22発　博多行）まで運転
　上り　全て運休

　本数を減らして運転
　下り　かもめ39号(博多19:15発　長崎行)まで運転
　上り　かもめ40号(長崎18:51発　博多行)まで運転

博多～佐世保・ハウステンボス
　本数を減らして運転
　下り　みどり23号(博多18:31発　  佐世保行)まで運転
　上り　みどり28号(佐世保18:45発　博多行)まで運転

宮崎空港～大分
　本数を減らして運転
　下り　にちりん15号(大分16:05発　    延岡行)まで運転　※にちりん15号は延岡～宮崎空港間運休
　上り　にちりん18号(宮崎空港16:18発　延岡行)まで運転　※にちりん18号は延岡～博多間運休

　本数を減らして運転
　下り　きりしま11号(宮崎14:19発 鹿児島中央行)まで運転
　上り　きりしま12号(鹿児島中央14:19発 宮崎行)まで運転

　本数を減らして運転
　上り　ひゅうが6号(宮崎空港15:19発　延岡行)まで運転

　本数を減らして運転
　ゆふいんの森　5号、6号運休
　ゆふ　5号、6号運休

○普通列車

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11号接近に伴う9月5日(月)の運転状況及び運転計画について【第１報】

台風11号接近に伴う運転状況及び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。

きらめき 博多～門司港

列車名 区間

みずほ・さくら・つばめ 博多～鹿児島中央

列車名 区間

ソニック 博多～大分

かもめ 博多～佐賀・長崎

みどり・ハウステンボス

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

ゆふいんの森、ゆふ 博多～由布院～別府

区間 運転状況及び運転計画

鹿児島本線　: 川内～鹿児島中央 　18時頃から、本数を減らして運転　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

豊肥本線　　：熊本～宮地　
　以下の列車のみ運休
　上り普通列車（宮地発21時51分発 熊本行）

　　　　　　: 宮地～中判田 　18時頃から、終日運転見合わせ

　　　　　　: 中判田～大分 　18時頃から、本数を減らして運転

三角線　　　：熊本～三角 　19時頃から、終日運転見合わせ

筑肥線　　　：姪浜～唐津（西唐津） 　19時頃から、本数を減らして運転　　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

長崎本線　　：肥前大浦～長崎（旧線含む） 　19時頃から、本数を減らして運転　　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

佐世保線　　：佐世保～肥前山口 　19時頃から、本数を減らして運転　　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

久大本線　　：日田～向之原 　18時頃から、終日運転見合わせ

　　　　　　：向之原～大分 　18時頃から、本数を減らして運転

大村線　　　：早岐～諫早　　 　19時頃から、本数を減らして運転　　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

日豊本線　　:佐伯～延岡 　19時頃から、終日運転見合わせ

　　　　　  :延岡～宮崎 　18時頃から、本数を減らして運転　　　　※20時頃から、終日運転見合わせ

 　　　　　 :南宮崎～都城 　17時頃から、本数を減らして運転　　　　※20時頃から、終日運転見合わせ

　　　 　　 :都城～国分 　18時頃から、終日運転見合わせ

　　　 　　 :国分～鹿児島中央 　18時頃から、本数を減らして運転　　　　※21時頃から、終日運転見合わせ

指宿枕崎線  :鹿児島中央～山川 　17時頃から、本数を減らして運転　　　　※20時30分頃から、終日運転見合わせ

　　　  　　:山川～枕崎 　16時頃から、終日運転見合わせ

　　　  　　：青島～志布志　　 　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 　20時頃から、終日運転見合わせ

吉都線　 　 :都城～吉松 　20時頃から、終日運転見合わせ

日南線 　 　：田吉～青島　　 　終日運転見合わせ



2022年9月5日

【13:00現在】

九州旅客鉄道株式会社

○九州新幹線

運転計画

　始発から運転見合わせ

　始発から本数を減らして運転

○在来線

日田彦山線  ：城野～添田

後藤寺線　  ：新飯塚～田川後藤寺

香椎線　　　：西戸崎～宇美

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

台風11号接近に伴う9月6日(火)の運転計画について【9月5日（月）13：00時点】

台風11号接近に伴う明日（6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。

特急列車・D&S列車の運転計画は決定次第、お知らせいたします。

列車名 区間

みずほ・さくら・つばめ

博多～熊本

熊本～鹿児島中央

唐津線　　　：唐津～久保田

区間 運転計画

長崎本線　　：鳥栖～長崎（旧線含む） 　始発から運転見合わせ

佐世保線　　：肥前山口～佐世保 　始発から運転見合わせ

久大本線　　：久留米～大分 　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

大村線　　　：早岐～諫早　　

日豊本線　　:小倉～柳ヶ浦 　始発から運転見合わせ

日豊本線　　:柳ヶ浦～佐伯 　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

日豊本線　　:佐伯～延岡 　始発から運転見合わせ

日豊本線　　:延岡～南宮崎 　始発から本数を減らして運転

日豊本線　　:南宮崎～西都城 　始発から本数を減らして運転

日豊本線 　 :西都城～国分

日豊本線　　:国分～鹿児島中央 　始発から運転見合わせ

肥薩線  　　:吉松～隼人 　始発から運転見合わせ

吉都線　 　 :都城～吉松 　始発から運転見合わせ

日南線 　 　：田吉～青島　　 　始発から終日運転見合わせ

宮崎空港線  ：田吉～宮崎空港　　 　始発から本数を減らして運転

　始発から運転見合わせ三角線　　　：宇土～三角

豊肥本線　　：熊本～肥後大津 　始発から本数を減らして運転

　　　　　　: 肥後大津～大分 　始発から運転見合わせ

　　　  　　：青島～志布志　　 　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。

指宿枕崎線  :鹿児島中央～山川 　始発から運転見合わせ

　　　  　　:山川～枕崎 　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

山陽本線　　: 下関～門司 　始発から運転見合わせ

筑肥線　　　：山本～伊万里 　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ筑豊本線　　: 若松～桂川

筑豊本線　　: 桂川～原田 　始発から運転見合わせ

篠栗線　　　: 桂川～博多 　始発から運転見合わせ

　始発から運転見合わせ

鹿児島本線　: 荒尾～玉名

鹿児島本線　: 玉名～八代

　始発から運転見合わせ

　始発から本数を減らして運転

鹿児島本線　: 川内～鹿児島中央 　始発から運転見合わせ

鹿児島本線　: 門司港～荒尾 　始発から運転見合わせ

筑肥線　　　：姪浜～唐津（西唐津） 　始発から運転見合わせ

〇問合せ先〇
広報部 092-474-2541 長崎支社総務企画課（長崎地区）095-827-4050

熊本支社総務企画課（熊本地区） 096-324-4303 大分支社総務企画課（大分地区）097-538-2655
宮崎支社企画運輸課(宮崎地区） 0985-51-5988



お知らせ  

  
 

山陽新幹線・博多南線「計画運休」実施について 
【2022 年 9 月 5 日 10 時 30 分現在】 

 

山陽新幹線・博多南線では、台風１１号の接近に伴い、明日９月６

日（火）の始発列車から夕方頃まで、広島～博多駅間および博多南線

で列車の運転を取り止めます。また、新大阪～広島駅間では列車の本

数を減らして運転します。 

詳しい運転計画については決まり次第お知らせいたします。  

なお、今後の台風の進路等によって運転取り止めの日時や影響範

囲が変わることがあります。今後の台風情報、列車の運行情報にご注

意ください。 

 

山口エリアの全ての在来線において、明日 9 月 6 日（火）の始発列車より

運転を取りやめます。 

在来線の運転状況については、各支社から発信する広報情報をご参照下さい。 

 

最新の運転状況については、弊社ホームページをご覧下さい。 

http://trafficinfo.westjr.co.jp/sanyo.html 

 

※次回は、本日（9 月５日）１３時３０分頃にお知らせする予定です。 

Ｊ Ｒ 西 日 本 

新幹線鉄道事業本部 

06-6101-6103 

http://trafficinfo.westjr.co.jp/sanyo.html


 

11時10分現在 

2 0 2 2 年 9 月 5 日 

報 道 関 係 各 位 

西日本鉄道㈱ 

広報・CS推進部 広報課 

 

台風11号接近の影響による西鉄グループの運行・営業状況について① 

 

台風11号接近の影響による、西鉄グループの運行・営業状況については下記の通りです。 

 

記 

 

【西鉄電車】 

9 月 5 日（月） 

天神大牟田線（太宰府線、甘木線含む）、貝塚線ともに 21 時 00 分より順次運行を見合わせます。 

  

〇天神大牟田線（太宰府線、甘木線含む） 

 （参考：西鉄福岡（天神）発最終列車） 

      大牟田駅    21：00 発 大牟田行き特急 

      西鉄柳川駅   21：00 発 大牟田行き特急 

      西鉄久留米駅 21：08 発 花畑行き急行 

      西鉄二日市駅 21：25 発 西鉄二日市行き普通 

 

（参考：西鉄福岡（天神）行き最終列車） 

      大牟田駅    21：23 発 西鉄福岡（天神）行き特急 

      西鉄柳川駅   21：36 発 西鉄福岡（天神）行き特急 

西鉄久留米駅 21：54 発 西鉄福岡（天神）行き特急 

      西鉄二日市駅 22：11 発 西鉄福岡（天神）行き普通 

 

〇貝塚線 

    以下の便が最終列車となり、以降終日運休となります。 

      貝塚駅    21：05 発西鉄新宮行き 

西鉄新宮駅 21：16 発貝塚行き 

 

9 月 6 日（火） 

天神大牟田線（太宰府線、甘木線含む）、貝塚線ともに始発より運行を見合わせます。 

 

 



 

【筑豊電気鉄道】 

9 月 5 日（月） 

終日通常運行いたします。 

 

9 月 6 日（火） 

始発より運行を見合わせます。 

 

 

【一般路線バス】 

○全地区（福岡、北九州、久留米、筑豊） 

現在検討中です。決まり次第お知らせいたします。 

 

 

【高速バス】 

現在検討中です。決まり次第お知らせいたします。 

 

 

【商業施設】 

○ソラリアプラザ、ソラリアステージ、レイリア大橋、エマックス・クルメ、チャチャタウン小倉 

現在検討中です。決まり次第お知らせいたします。 

 

 

【レジャー施設】 

○マリンワールド海の中道、だざいふ遊園地 

現在検討中です。決まり次第お知らせいたします。 

 

 

今後、台風の状況により運休等が拡大する可能性がございます。変更・追加がございましたら、改

めてお知らせいたします。 

 

以上 
 

本件に関するお問い合わせは、 

西日本鉄道㈱広報・CS 推進部広報課（092-734-1383）まで 


