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JR 九州では、お盆期間（8/7～18）に、新幹線臨時列車の運転を行い

ます。この機会に、帰省やお出かけに早くて快適な新幹線を是非ご利用く
ださい。 

◎主なトピック 

 

 

 

詳しくは、【別紙】新幹線臨時列車の時刻・停車駅のご案内をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新幹線臨時列車運転のお知らせ 
～お盆期間（8/7～18）に新幹線臨時列車を運転します！～ 

 広島・関西方面への帰省やお出かけに便利な山陽新幹線との直通列車（鹿児
島中央・熊本～新大阪）を 84本運転します！ 

 お盆の帰省に便利な九州新幹線（博多～鹿児島中央）を 42本運転します！ 

《 列車のご予約は、便利な JR 九州インターネット予約をご利用ください 》 

https://train.yoyaku.jrkyushu.co.jp/jr/pc/consumer/TopInitAction.do 

 
《 新型コロナウイルス感染症予防対策についてはコチラ 》 

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/ 

https://train.yoyaku.jrkyushu.co.jp/jr/pc/consumer/TopInitAction.do
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/


別紙  

 

 

 

お盆期間を中心に運転する新幹線臨時列車の運転時刻・運転日・途中停車駅をご案内します。 

 

「さくら」 

〔新大阪・博多～熊本・鹿児島中央〕 

 

新幹線の使用車両 

「N700 系」 

本州から九州へ流動型の新幹線が風のように駆け抜ける新幹線 

「新 800系・800系」 

 日本の伝統美が光るラグジュアリーな列車が旅をグレードアップさせる新幹線 

 

新幹線「さくら」を126 本増発  

 

 

＜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 

さくら 575 号 新大阪 8：09 鹿児島中央 13：05 8/9.10 

新神戸、岡山、福山、広島、徳山、

新山口、新下関、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 577 号 新大阪 9：09 鹿児島中央 13：22 

8/7～15.17 

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 579 号 新大阪 10：18 鹿児島中央 14：40 

さくら 581 号 新大阪 12：18 鹿児島中央 16：43 8/7.10～13.15.16 

新神戸、姫路、岡山、福山、広島、 

徳山、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 599 号 新大阪 12：32 鹿児島中央 17：17 8/8.9 

新神戸、姫路、岡山、広島、新山口 

小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、

川内 

さくら 599 号 新大阪 12：32 熊本 16：14 8/14 
新神戸、姫路、岡山、広島、新山口 

小倉、博多、新鳥栖、久留米 

さくら 583 号 新大阪 13：18 鹿児島中央 17：36 8/7～14.16 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 14：18 鹿児島中央 18：36 8/7～10.12.13.16 

 

新幹線臨時列車の時刻・停車駅のご案内 



別紙  

 

＜鹿児島中央・熊本⇒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 

さくら 574 号 鹿児島中央 6：00 新大阪 10：28 8/8.9 

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、姫路、

新神戸 

さくら 574 号 熊本 6：57 新大阪 10：28 8/10 

久留米、新鳥栖、博多、小倉、 

新山口、広島、福山、岡山、姫路、

新神戸 

さくら 576 号 鹿児島中央 7：24 新大阪 12：12 8/8.9.14～16 

川内、熊本、新玉名、新大牟田、 

筑後船小屋、久留米、新鳥栖、博多、

小倉、新山口、広島、岡山、姫路、 

西明石、新神戸 

さくら 578 号 鹿児島中央 12：16 新大阪 16：28 8/7～18 川内、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 580 号 鹿児島中央 13：06 新大阪 17：28 8/8～18 

さくら 582 号 鹿児島中央 17：25 新大阪 21：52 8/7.10.14～16 

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、姫路、

新神戸 

 

＜博多⇒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 10：23 鹿児島中央 11：59 8/8～10.13～16 

新鳥栖、久留米、熊本、新八代、 

新水俣、出水、川内 

さくら 375 号 博多 10：52 鹿児島中央 12：28 

8/8.9 

さくら 385 号 博多 14：24 鹿児島中央 16：01 

さくら 393 号 博多 18：09 鹿児島中央 19：47 8/7～9 

 

＜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 8：21 博多 9：57 8/8～17 
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 9：20 博多 10：46 8/11～17 

川内、熊本、久留米、新鳥栖 さくら 376 号 鹿児島中央 9：47 博多 11：12 8/8～10.15.16 

さくら 384 号 鹿児島中央 12：45 博多 14：12 8/15.16 

さくら 390 号 鹿児島中央 14：41 博多 16：23 8/9.10 
川内、出水、新水俣、新八代、 

熊本、久留米、新鳥栖 
さくら 392 号 鹿児島中央 16：24 博多 18：03 8/15.16 
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