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2020.6.3 更新 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う運転計画について（新幹線） 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴うお客さまのご利用状況を踏まえ、一部の新幹線の

運休、運転区間の変更や臨時列車の運転を実施いたします。ご利用のお客さまにはご不便

をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

なお、定期列車につきましては、6 月 13 日（土）より通常ダイヤで運転いたします

が、今後も社会情勢やご利用状況等により、列車の運休または運転区間の変更等を行う可

能性があります。決まり次第お知らせいたします。 

 

《運休する列車》 

 

【みずほ・さくら】 

〇新大阪→博多・鹿児島中央方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

さくら 541 号 新大阪 6:25 鹿児島中央 10:33 

6/3～12 

さくら 543 号 新大阪 6:50 鹿児島中央 11:04 

さくら 545 号 新大阪 7:15 鹿児島中央 11:20 

みずほ 603 号 新大阪 7:51 鹿児島中央 11:32 

さくら 551 号 新大阪 10:06 鹿児島中央 14:10 

みずほ 607 号 新大阪 11:06 鹿児島中央 14:55 

さくら 555 号 新大阪 12:06 鹿児島中央 16:10 

さくら 557 号 新大阪 13:06 鹿児島中央 17:10 

さくら 411 号 博多 13:13 鹿児島中央 14:49 

さくら 559 号 新大阪 14:06 鹿児島中央 18:09 

さくら 585 号 新大阪 14:18 鹿児島中央 18:36 6/7.14.21.28 

さくら 561 号 新大阪 15:06 鹿児島中央 19:11 

6/3～12 

さくら 563 号 新大阪 15:18 鹿児島中央 19:41 

みずほ 609 号 新大阪 16:06 鹿児島中央 19:55 

さくら 565 号 新大阪 16:18 鹿児島中央 20:44 

みずほ 611 号 新大阪 17:06 鹿児島中央 20:54 

さくら 567 号 新大阪 17:18 鹿児島中央 21:37 

さくら 417 号 博多 17:22 鹿児島中央 18:58 

みずほ 613 号 新大阪 18:06 鹿児島中央 21:57 

さくら 569 号 新大阪 18:18 鹿児島中央 22:36 

さくら 573 号 新大阪 20:18 熊本 23:43 
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〇鹿児島中央・博多→新大阪方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

みずほ 600 号 鹿児島中央 7:00 新大阪 10:49 

6/3～12 
さくら 542 号 鹿児島中央 7:03 新大阪 11:28 

みずほ 602 号 鹿児島中央 7:48 新大阪 11:38 

さくら 544 号 鹿児島中央 8:02 新大阪 12:28 

さくら 372 号 鹿児島中央 8:21 博多 9:57 6/6.7.13.14.20.21.27.28 

みずほ 604 号 鹿児島中央 8:50 新大阪 12:38 

6/3～12 

さくら 546 号 鹿児島中央 9:02 新大阪 13:28 

さくら 548 号 鹿児島中央 9:35 新大阪 13:38 

さくら 550 号 鹿児島中央 10:03 新大阪 14:28 

みずほ 606 号 鹿児島中央 10:49 新大阪 14:38 

さくら 552 号 鹿児島中央 11:06 新大阪 15:28 

さくら 554 号 鹿児島中央 11:34 新大阪 15:38 

さくら 556 号 鹿児島中央 12:35 新大阪 16:38 

さくら 404 号 鹿児島中央 13:00 博多 14:34 

さくら 558 号 鹿児島中央 13:34 新大阪 17:38 

さくら 560 号 鹿児島中央 14:05 新大阪 18:28 

さくら 562 号 鹿児島中央 14:35 新大阪 18:38 

さくら 564 号 鹿児島中央 15:05 新大阪 19:28 

さくら 406 号 鹿児島中央 15:25 博多 17:03 

みずほ 608 号 鹿児島中央 15:51 新大阪 19:38 

みずほ 610 号 鹿児島中央 16:46 新大阪 20:39 

さくら 568 号 鹿児島中央 17:18 新大阪 21:28 

みずほ 612 号 鹿児島中央 18:04 新大阪 21:47 

 

【つばめ】 

〇博多→熊本方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

つばめ 321 号 博多 11:50 熊本 12:41 

6/3～12 

つばめ 325 号 博多 13:50 熊本 14:39 

つばめ 329 号 博多 16:05 熊本 16:54 

つばめ 341 号 博多 19:44 熊本 20:33 

つばめ 345 号 博多 20:44 熊本 21:34 
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〇熊本→博多方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運休日 

つばめ 318 号 熊本 10:40 博多 11:31 

6/3～12 

つばめ 322 号 熊本 12:38 博多 13:29 

つばめ 326 号 熊本 14:40 博多 15:31 

つばめ 340 号 熊本 19:08 博多 19:57 

つばめ 344 号 熊本 20:12 博多 21:01 

 

 

 

《臨時列車および運転区間を変更する列車》 

 

【さくら・つばめ】 

〇新大阪→博多・鹿児島中央方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

さくら 685 号 新大阪 6:25 鹿児島中央 11:04 

6/3～12 

さくら 687 号 新大阪 10:06 鹿児島中央 14:49 

さくら 689 号 新大阪 15:06 鹿児島中央 19:41 

さくら 691 号 新大阪 16:06 鹿児島中央 20:44 

さくら 693 号 新大阪 17:06 鹿児島中央 21:37 

さくら 695 号 新大阪 18:06 鹿児島中央 22:36 

＜以下、運転区間変更＞ ※括弧内は変更前の内容 

さくら 407 号 博多 8:39 
熊本 

(鹿児島中央) 

9:17 

(10:15) 

6/3～12 

つばめ 331 号 博多 17:04 
鹿児島中央 

（熊本） 

18:58 

（17:55） 

〇鹿児島中央・博多→新大阪方面 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

さくら 684 号 鹿児島中央 7:03 新大阪 11:38 

6/3～12 

さくら 686 号 鹿児島中央 8:02 新大阪 12:38 

さくら 688 号 鹿児島中央 9:02 新大阪 13:38 

さくら 690 号 鹿児島中央 10:03 新大阪 14:38 

さくら 692 号 鹿児島中央 11:06 新大阪 15:38 

さくら 694 号 鹿児島中央 13:06 新大阪 17:38 

さくら 696 号 鹿児島中央 14:05 新大阪 18:38 

さくら 698 号 鹿児島中央 15:05 新大阪 19:38 
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列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

＜以下、運転区間変更＞ ※括弧内は変更前の内容 

つばめ 336 号 
鹿児島中央 

(熊本) 

17:09 

(18:07) 

博多 18:56 6/3～12 

 

 

・ 上記以外にもご利用状況等により運転休止となる場合がございます。また、追加の運

転計画につきましては、決まり次第お知らせいたします。 

・ 列車の編成を一部変更することがございます。 

・ 運休のためご旅行を見合わせる場合、無手数料にて払いもどしをいたします。また、

運休となる指定席をお持ちの場合は指定席の変更を行うことができますので、お近く

のＪＲの駅窓口までお申し出ください。 

・ ＪＲ九州インターネット列車予約できっぷをご予約いただいたお客さまは、予約サイ

トの【重要なお知らせ】欄をあわせてご確認ください。 

 

以上 


