
問合せ先：JR九州宮崎総合鉄道事業部 TEL 0985-51-5988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お知らせ＞木花駅などの日南線では IC カード乗車券はご利用出来ません！ 

 

 

 

 

 

 

宮崎 木花

発 着 発 着

普通 宮崎 9:08 9:12 9:16 9:27 南郷

臨時 宮崎 9:54 9:58 9:59 10:11 青島

普通 宮崎 10:31 10:35 10:36 10:48 志布志

普通 宮崎 10:48 10:52 ― 西都城

臨時 南宮崎 ― （乗換） 10:57 11:08 青島

臨時 宮崎 11:55 11:58 11:59 12:11 青島

快速 宮崎 12:17 12:21 12:25 12:36 志布志

普通 宮崎 13:14 13:17 13:19 13:32 油津

特急 宮崎 14:16 14:19 ― 鹿児島中央

臨時 南宮崎 ― （乗換） 14:37 14:49 青島

始発
南宮崎

行先

木花 宮崎

発 着 発 着

普通 油津 9:51 10:06 ＝ ― 南宮崎

臨時 青島 10:49 11:04 11:12 11:16 宮崎

普通 志布志 11:14 11:26 11:27 11:31 宮崎

臨時 青島 11:43 11:55 ＝ ― 南宮崎

普通 南郷 12:40 12:52 12:56 13:00 宮崎

普通 志布志 13:58 14:10 ― ― 南宮崎

普通 西都城 （乗換）　　 14:20 14:23 宮崎

臨時 青島 15:42 15:54 15:58 16:02 宮崎

普通 油津 16:02 16:14 ― ― 南宮崎

特急 鹿児島中央 （乗換）　　 16:17 16:20 宮崎

臨時 青島 16:42 16:54 ― ― 南宮崎

普通 宮崎空港 （乗換）　　 17:00 17:04 高鍋

普通 油津 17:25 17:37 17:43 17:47 宮崎

臨時 青島 17:55 18:08 18:09 18:12 宮崎

快速 南郷 18:42 18:54 18:59 19:02 宮崎

南宮崎
行先始発

宮崎空港 木花

発 着 発 着

普通 宮崎空港 9:05 9:07 宮崎

普通 宮崎 （乗換）　　 9:20 9:27 南郷

普通 宮崎空港 9:40 9:43 延岡

臨時 宮崎 （乗換）　　 10:03 10:11 青島

普通 宮崎空港 10:36 10:38 延岡

普通 宮崎 （乗換）　　 10:40 10:48 志布志

普通 宮崎空港 10:41 10:44 南宮崎

臨時 南宮崎 （乗換）　　 11:01 11:08 青島

普通 宮崎空港 11:37 11:39 延岡

臨時 宮崎 （乗換）　　 12:03 12:11 青島

特急 宮崎空港 12:15 大分

快速 宮崎 12:36 志布志

普通 宮崎空港 13:10 13:12 延岡

普通 宮崎 （乗換）　　 13:24 13:32 油津

普通 宮崎空港 14:38 14:40 延岡

臨時 南宮崎 （乗換）　　 14:41 14:49 青島

※宮崎空港12：15発をご利用の際は、南宮崎駅でお乗換ください。

始発 行先
田吉

南宮崎　12:21着

乗換　　　　南宮崎　12:25発

○エリア外の駅まで乗車される場合、ＩＣカード乗車券

はご利用出来ません。 

1 

○エリア外の駅まで乗車される場合は、あらかじめきっぷを

お買い求めください。 

きっぷうりばや自動券売機が無い駅から乗車されるとき

は、列車内又は着駅で運賃をお支払いください。 (一部駅略) 

■宮崎 ⇒ 木花 ■宮崎空港 ⇒ 木花 

■木花 ⇒ 宮崎 ■木花 ⇒ 宮崎空港 
木花 宮崎空港

発 着 発 着

普通 志布志 13:58 14:06 南宮崎

普通 南宮崎 （乗換）　　 14:07 14:10 宮崎空港

臨時 青島 15:42 15:50 宮崎

普通 油津 16:02 16:10 南宮崎

普通 延岡 （乗換）　　 16:11 16:14 宮崎空港

臨時 青島 16:42 16:50 南宮崎

普通 延岡 （乗換）　　 17:15 17:17 宮崎空港

普通 油津 17:25 17:34 宮崎

臨時 青島 17:55 18:03 宮崎

普通 延岡 （乗換）　　 18:19 18:22 宮崎空港

快速 南郷 18:42 18:48 宮崎

普通 高鍋 （乗換）　　 18:51 18:54 宮崎空港

始発 行先
田吉


