
 

 

 

 

２０１１年６月１６日 

東日本旅客鉄道株式会社 

八 王 子 支 社 
 

夏の特別ダイヤについて 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

「電力使用制限令」に基づき、八王子支社では、概ね9 時頃から16 時頃まで、運転本数や編成

両数を通常より削減した夏の特別ダイヤで運転いたします。 

実施時期については、節電効果を確認するために、6 月 24 日からといたします。 

お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

※ 首都圏の一部の線区については、当社の保有する自営発電所（火力・水力）の電力で運転しており、電力使用制限令の対

象ではありませんが、運転本数の削減により余剰電力を生み出すことで、東京電力㈱の電力供給に協力してまいります。 

 

 

１．特別ダイヤの実施日 

◇２０１１年６月２４日（金）～２０１１年９月２２日（木）の平日 

（土曜及び休日は通常通り運行します） 

 

 

２．日中時間帯に一部列車の運転を取り止めます 

◇中央線快速電車 → 10 時頃から 16 時頃まで、毎時 1 往復程度快速の運転を取りやめるとともに、

武蔵小金井～高尾間で一部の列車を区間運休します。また、運転間隔を調

整するため、一部の列車の運転時刻を変更します。 

◇中 央 ・ 総 武 線 → 10 時頃から 16 時頃まで、中野～千葉間の一部列車の運転を取りやめます。 

  各 駅 停 車 

◇南 武 線 → 9 時頃から 16 時頃まで、快速電車の運転を取りやめ、概ね毎時 5 往復の運

転とします。 

◇横 浜 線 → 11 時頃から 16 時頃まで、快速電車の運転を取りやめ、概ね毎時 6 往復の運

転とします。 

◇武 蔵 野 線 → 11 時頃から 16 時頃まで、一部列車の運転を取りやめ、概ね毎時 4 往復の

運転とします。また、データイムの一部「むさしの」号の運転を取りやめます。 

 



３．日中時間帯に一部列車の編成両数を変更します 

◇中央線（高尾～小淵沢間）  → 9 時頃から 16 時頃まで、普通列車を 6 両編成から 3 両編成に変更します。 

（高尾～小淵沢間を直通する一部の列車は、甲府駅でお乗換えいただきます） 

 ◇編成両数を 6 両から 3 両に変更する列車 

上下別 列車番号 始発駅 発時刻 行き先 甲府での乗換え 記 事 

534Ｍ 甲府 8:52 高尾 なし 韮崎から直通運転 

536Ｍ 甲府 9:16 高尾 なし  

554Ｍ 小淵沢 14:07 高尾 あり 甲府から 6 両で運転 

556Ｍ 小淵沢 14:30 高尾 あり 甲府から 6 両で運転 

上り 

558Ｍ 小淵沢 15:12 高尾 あり 甲府から 6 両で運転 

535Ｍ 高尾 10:28 小淵沢 なし  

539Ｍ 高尾 11:23 小淵沢 あり 甲府まで 6 両で運転 下り 

543Ｍ 高尾 12:18 小淵沢 なし  

 ◇時刻を変更する列車 

上下別 列車番号 始発駅 発時刻 時刻を変更する区間 記 事 

539Ｍ 高尾 11:23 竜王～小淵沢間  

547Ｍ 高尾 13:18 大月～甲府間 大月 14:02 発を 14:05 発に変更 下り 

439Ｍ 甲府 14:44 甲府～富士見間 甲府 14:44 発を 14:51 発に変更 

 

４．通常運転を行う線区及び列車

 ◇青梅線、五日市線及び八高線は、通常運転を行います。 
 （青梅線は一部の列車で時刻を変更します） 

 ◇中央線の特急列車（「あずさ」・「かいじ」）は通常運転を行います。 

 ※詳しい運転時刻については、準備できしだい当社ホームページ（http://www.jreast.co.jp/）でお知
らせいたします。 

※試行中の節電効果の確認結果により、上記内容に変更が生じる場合があります。 

※電力需要が逼迫した際など、急遽、運転計画に変更が生じる場合があります。 

【参考】駅・車内での節電の取組み 

・コンコース・ホームの蛍光灯の一部取り外し、日中時間帯の消灯・減灯 

・みどりの窓口、びゅうプラザの冷房温度の引き上げ 

・案内サイン等の一部消灯 

・エスカレーターの一部停止 

・自動券売機の一部を使用停止 

・飲料自動販売機の内部照明の消灯、冷却時間の設定変更 

・駅構内店舗の消灯・減灯、冷房温度の引き上げ 

・車内の蛍光灯の一部取り外し、日中時間帯の消灯 [新幹線、特急列車等を除く] 

・車内の冷房温度の引き上げ（全車を弱冷房車の温度に設定） [新幹線、特急列車等を除く] 

 



■　各線区の運転本数イメージ

…運転本数を通常より削減する区間

拝島方面

高尾 立川 武蔵小金井 新宿 東京

7～10本→6～8本 14本→13本

三鷹 中野 津田沼 千葉

8本 11本→8～9本 5～6本→3～4本

川崎 登戸 立川

8本→5本 6本→5本

※　快速は全列車運転を取りやめます（9時頃～16時頃）

桜木町 東神奈川 橋本 八王子

6本 9本→6本 6本

※　11時頃～16時頃の快速は運転を取りやめます

「むさしの号」は9時～17時頃の運転を取りやめます（3本運休）

「しもうさ号」は9時以降の運転を取りやめます（5本運休）

大宮

府中本町 西船橋

3本

5本→4本 南船橋方面

3本→2本

※　運転本数は1時間あたり片道の本数であり、時間帯によっては異なる場合があります。

■　編成両数変更イメージ

…編成両数を通常より削減する区間

小淵沢 甲府 高尾

3往復を6両から3両に変更 2往復を6両から3両に変更

※　9時頃から16時頃まで一部の列車を6両から3両に変更します

■　「むさしの号」の運転計画

方　　面

中央線快速電車

武蔵野線

中央線
（高尾～小淵沢間）

中央線各駅停車

横浜線

南武線

大　　　宮

記　　事

大　宮方面

八王子方面

所定運転
東所沢～大宮間運休

全区間運休
八王子～東所沢間運休

東所沢～八王子間運休

所定運転

大　　　宮
大　　　宮

始発駅・時刻 終着駅・時刻
府中本町
府中本町

大　　　宮

大　　　宮
大　　　宮

八　王　子

八　王　子
八　王　子

大　　　宮
全区間運休八　王　子

八　王　子

　　7:34
　　8:29
　　9:55
 　16:52

 　 8:53
 　15:52
 　18:47

 　 9:50
 　16:45
 　19:47

　　8:11
　　9:10
 　10:50
 　17:44

参　　考

東京
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