
2016年 1月 22日

春の増発列車のお知 らせ
2016年 3月 ～6月 に運転する春の行楽シーズンや連休のご旅行に便利な増発列車の概要を

お知らせします。

●山梨エリアから長野駅までの直通特急「甲信エクスプレス」の所要時間の短縮や、新たに自由席

の設定を行うことにより、さらにご利用しやすい列車とします。

●千葉駅から山梨エリアヘ、さくらんば狩りに便利な特急「ちばかいじ」を運転します。

●首都圏から富士山エリアヘ、各種イベントなどに合わせて便利な直通列車を運転します。

●吉都鎌倉のあじさい鑑賞や散策に便利な臨時列車を運転します。

1.塩山から長野まで直通特急「甲信エクスプレス」を運転します !

運転日 記 事発駅日発時刻 着駅 B着時刻種別 列車名

3/5.20

4/2.16

5/7

6/4.25

塩 山 8:47 長 野 11:26

3/6.21

4/3.17

5/8

6/5.26

189系 6両
普通車指定席 4両
普通車自由席 2両

長 野 17:22 塩 山 20:32

特急 甲信エクスプレス

【途中停車駅】 山梨市口石和温泉・甲府日韮崎・小淵沢B茅野口上諏訪日下諏訪B岡谷日塩尻B松本口篠ノ井

『 甲 エクスプレス」189系 メージ



2.山梨エリアでのさくらんぼ狩りなどに便利な直通特急「ちばかいじ」を運転します !

記 事着駅口着時刻 運転日種別 列車名 発駅 B発時刻

10:21千 葉 7:38 甲 府
E257系 5両

全車普通車指定席
17:08 千 葉 19:49

6/4.5,11.12.18.19特急 ちばかいじ

甲 府

【途中停車駅】津田沼日船橋a錦糸町口新宿・三鷹日立川・八王子日大月B塩山日山梨市B石和温泉

「ちばかいじ」E257系 (イメージ)

3.世界文化遺産の富士山エリアヘ直通列車を運転します !

(1)成田エクスプレスを富士山エリアヘ直通運転 !

k

運転日 記 事発駅日発時刻 着駅 B着時刻種別 列車名

9:15 河口湖
12:43

※(12:41)

成田エクスプレス

8号
成田空港 E259系 6両

ゲリーシ車指定席1両

普通車指定席 5両14:18

※(14:14)
成田空港 17:29

3月 ～6月 の

上休 日

※3/1～ 21までの

上休日は()内の

時刻で運転

特急

成田エクスプレス

41号
河口湖

【途中停車駅】
≪ 8号≫ 空港第2ビルロ東京日渋谷B新宿a立川日八王子B大月日都留文科大学前B富士山日富士急ハイランド

≪41号≫ 富士急ハイランドロ富士山日大月日八王子日立川・新宿・渋谷日東京B空港第2ビル

「成田エクスプレス」 E259系 (イメージ)



(2)新宿から春の富士山エリアヘ、便利な直通列車を運転します。

(3)千葉から春の富士山エリアヘ、便利な直通列車を運転します。

記 事種別 列車名 発駅日発時刻 着駅・着時刻 運転日

新 宿 8:14 河口湖
10:28

※(10:26)

ホリデー快速

富士山 1号

3月 ～6月 の

上休 日

※3/1～ 21までの

上休日は()内の

時刻で運転

189系 6両
普通車指定席 1両
普通車自由席 5両

快速

ホリデー快速

富士山 2号
河口湖 16:00 新 宿 18:04

【途中停車駅】
三鷹・立川・八王子・高尾・相模湖・上野原・四方津=大月・都留市・都留文科大学前・三つ峠=√4下ヨ職 富士山・富士急ハイランド

五下吉田駅うノ9/α /a/ァ /号のみ臨時停車

運転日 記 事種 別 列車名 発駅日発時刻 着駅・着時刻

河口湖
11:03

〉ぐ(11:05)
新 宿 8:45

189系 6両
普通車指定席 3両
普通車自由席 3両

河口湖 17:27 新 宿 19:51

4月 の上休日

6月 の上休日

※4/9.10.1617は

()内 の時刻で運転

快速 山梨富± 3・ 4号

【途中停車駅】
三鷹・立川・八王子・高尾・相模湖・上野原・四方津・大月・都留市・都留文科大学前・三つ峠・√五下吉田」H富士山・富士急ハイランド

4下吉霞駅う/9/α /n/ア ♂号のみ臨時停車

「ホリデー快速富士山」。「山梨富士」

189系 (イメージ)

記 事種別 列車名 発駅 B発時刻 着駅 E着時刻 運転日

千 葉
7:54

※ (7:53)
河口湖

11:03

※ (11:00) E257系 5両
普通車指定席 3両

普通車自由席 2両
河口湖 17:27 千 葉 20:43

3/19.20.21

3/2627

5/7.814.15.21

22.28.29

※3/192021は

()内の時刻で運転

快速 山梨富± 3'4号

【途中停車駅】

稲毛・津田沼・船橋日市川・新小岩日錦糸町口新宿・三鷹日立川・八王子日高尾日本目模湖・上野原日四方津・大月日

都留市口都留文科大学前日二つ峠日富士山日富士急ハイランド

「と＼
汁 デ

_

「山梨富士」 E257系 (イ メージ)



4.各地を彩る“花の名所"へ、便利な列車を運転します !

(1)桃色に染まる甲府盆地・新府桃源郷へ、「お座敷桃源郷パノラマ号」を運転します。

記 事着駅日着時刻 運転日発駅口発時刻種別 列車名

7:38 小淵沢 10:55千 葉
485系 6両

「華」

全車グリーン車指定席

(お座敷車両)
19:28

4/239.10,16.17

小淵沢 15:53 千 葉

快速
お座敷桃源郷
パノラマ号

【途中停車駅】
≪小淵沢行≫ 津田沼・船橋・錦糸町・新宿・三鷹・立川・八王子・勝沼ぶどう郷・塩山・山梨市`石和温泉・甲府・韮崎・新府・穴山

≪千 葉行≫ 韮崎・甲府・石和温泉・山梨市・塩山・勝沼ぶどう郷・八王子・立川・三鷹・新宿・錦糸町・船橋・津田沼

「お座敷 り[源郷パノラマ」

華 485系 (イメージ)

(2)芝桜の咲き誇る富士山エリアヘ、首都圏から直通列車を運転します。

(3)あじさいの花の見頃に合わせて、多摩エリアから鎌倉へ直通列車を運転します。

記 事着駅日着時刻 運転日列車名 発駅・発時刻種別

10:19新 宿 8:02 河口湖
189系 6両

全車普通車指定席
18:28

5/1.45.7.8.14.15

河口湖 16:14 新 宿

快速 富士芝桜号

【途中停車駅】三鷹日立川日八王子・富士山日富士急ハイランド

運転日 言己 事着駅・着時刻列車名 発駅 B発時刻種 別

鎌 倉 10:24青 梅 8:41
189系 6両

全車普通車指定席
20:23

6/11.121819

18:25 青 梅

快速 鎌倉あじさい号

鎌 倉

【途中停車駅】河辺・羽村日拝島日昭島H立川・府中本町日横浜日大船・北鎌倉

Ч

Ｗ

「富士芝桜」。「鎌倉あじさい」
189系 (イメージ)



5.各地の行楽地に向け、魅力的な列車を運転します !

(1)新宿発着「ホリデー快速ビューやまなし号」を運転します。

(2)武蔵野線沿線から、春の鎌倉散策に便利な直通列車を運転します。

記 事着駅口着時刻 運転日種別 列車名 発駅・発時刻

9:02 小淵沢 11:59新 宿

215系 10両

オール 2階建て車両

ゲリーシ車指定席2両

普通車指定席 2両

普通車自由席 6両
18:55

3/12-6/26

の上休日
小淵沢 16:17 新 宿

快速
ホリデー快速

ビューやまなし号

【途中停車駅】
三鷹・立川日八王子・高尾日相模湖日大月日勝沼ぶどう郷B塩山日山梨市日石和温泉日甲府日韮崎

「ホリデー快速ビューやまなし」 215系 (イメージ)

運転日 記 事発駅日発時刻 着駅口着時刻種別 列車名

鎌 倉 9:56南越谷 8:08
185系 6両

普通車指定席 2両
普通車自由席 4両

南越谷 19:08

3/19.20.21

4/29.30

5/1,3.4.5

6/1819.25,26

※3/192021は

()内の時刻で運転

快速 ホリデー快速鎌倉

鎌 倉
17:22

※ (17:21)

【途中停車駅】

南浦和日武蔵浦和・北朝霞口新座日東所沢・新秋津日西国分寺・横浜・大船日北鎌倉

『ホリデー快速鎌倉」 185系 (イメージ)



(3)八王子から武蔵野線経由で、新緑の那須散策に便利な列車を運転します。

※ 運転時刻等は1月 22日 現在の情報を掲載しています。

※ 掲載した列車以外にも、増発列車を設定します。詳しくは、時刻表等でご確認ください。

※ 写真は全てイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※ 掲載されている列車の運転時刻を変更する場合について、変更内容がわずかなものは

掲載していないことがあります。

運転日 記 事着駅日着時刻列車名 発駅日発時刻種別

10:307:40 黒 磯八王子

5/21.22

485系 6両
「リブートやまどり」

全車普通車指定席八王子 20:12黒 磯 17:26

快速
リゾート那須野

満喫号

【途中停車駅】立川・新秋津日東所沢・北朝霞日大宮日連田日久喜・古河日′卜山日宇都宮口西那須野・那須塩原

「リゾート那須野満喫」
リゾートやまどり 485系 (イメージ)


