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新幹線「ドリームキャンペーン」号運転のお知らせ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．新幹線「ドリームキャンペーン」号のデザイン等 

○車体をラッピングする新幹線は、東北・上越新幹線で運転している２００系１０両編成１６本

です。 

○ラッピングにデザインされているディズニーキャラクターは、東京ディズニーランド２０周年

で活躍する、ミッキーマウスとミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルート、チッ

プ＆デールです。ラッピングは、編成毎に、ミッキーマウスと他のキャラクターを組合せた

ものとなります。                               〔別紙－１〕 

○その他、車内貫通のガラスには、東京ディズニーランド２０周年の記念ステッカーを貼付します。 

 

２．「ドリームキャンペーン」号車両で運転する新幹線 

○定期列車では、東北新幹線「やまびこ」「なすの」、上越新幹線「とき」「たにがわ」で、東京

を発着する５７本の新幹線を「ドリームキャンペーン」号車両で運転します。  

○7月１９日（土）の海の日３連休までに編成のラッピングを完了する予定です。 〔別紙－２〕 

  ※都合により使用する車両が変更となる場合があります。 

 

３．団体専用臨時列車 

○初めて「ドリームキャンペーン」号車両で運転する団体専用列車は、7月２０日（日）仙台発

東京行きを予定しており、本日から団体旅行を募集します。 

○初めての団体専用列車の出発にあわせて、仙台駅では出発セレモニーを予定しています。 

 

 
 
 
 
 

 このたび、㈱オリエンタルランドと提携し、新幹線「ドリームキャンペーン」号の運転を開始

します。「ドリームキャンペーン」号は、東京ディズニーランド２０周年を記念して、平成１５年

７月２０日（日）～平成１６年４月１１日（日）の期間限定で運転する、１０両編成の新幹線で

す。東京ディズニーランドで活躍するディズニーキャラクターをデザインした、特別のラッピン

グを施したこの新幹線は、毎日東北・上越新幹線の定期列車として運転するほか、東京ディズニ

ーリゾートに向けた団体専用列車としても運転します。 



 

 

〔別紙－１〕 

新幹線「ドリームキャンペーン号」のイメージ 

 

 



【別紙－２】

【東北新幹線】

下り 発駅 発時刻 着駅 着時刻 発駅 発時刻 着駅 着時刻

やまびこ１５１号 東京 6:44 仙台 9:08 やまびこ２０６号 仙台 8:20 東京 10:56

やまびこ１６１号 東京 15:44 仙台 18:08 やまびこ４６号 盛岡 7:06 東京 11:00

やまびこ６１号 東京 16:16 盛岡 20:02 やまびこ１５８号 仙台 10:30 東京 12:56

やまびこ６３号 東京 17:16 盛岡 20:54 やまびこ５０号 盛岡 9:17 東京 13:00

やまびこ２０８号 仙台 17:30 東京 19:56

発駅 発時刻 着駅 着時刻 発駅 発時刻 着駅 着時刻

なすの２３５号 東京 11:44 郡山 13:27 なすの２２８号 小山 6:21 東京 7:04

なすの２３７号 東京 12:44 郡山 14:27 なすの２４８号 郡山 14:16 東京 15:56

なすの２４９号 東京 19:52 那須塩原 21:08 なすの２５０号 郡山 15:16 東京 16:56

なすの２５７号 東京 22:12 那須塩原 23:24 ※なすの２２８号は、土休日運休

【上越新幹線】 ※上越新幹線については７／１以降の時刻

発駅 発時刻 着駅 着時刻 発駅 発時刻 着駅 着時刻

とき３０３号 東京 6:40 新潟 8:57 とき４０２号 新潟 7:48 東京 10:20

とき３０７号 東京 7:48 新潟 9:53 とき３０８号 新潟 8:20 東京 10:32

とき４０１号 東京 9:28 新潟 11:55 とき３１０号 新潟 9:17 東京 11:27

とき４０３号 東京 11:40 新潟 14:07 とき３１４号 新潟 10:22 東京 12:28

とき３１９号 東京 13:20 新潟 15:29 とき３１６号 新潟 11:13 東京 13:28

とき３２３号 東京 15:20 新潟 17:29 とき４０４号 新潟 13:05 東京 15:28

とき４０５号 東京 15:40 新潟 18:02 とき３２０号 新潟 13:59 東京 16:04

とき３２５号 東京 16:20 新潟 18:19 とき３２２号 新潟 14:49 東京 17:04

とき３２７号 東京 16:40 新潟 18:49 とき４０６号 新潟 17:37 東京 20:00

とき３２９号 東京 17:20 新潟 19:33 とき３３４号 新潟 18:18 東京 20:28

とき３３７号 東京 20:12 新潟 22:04 とき３３６号 新潟 18:50 東京 21:04

とき３３９号 東京 21:00 新潟 23:15 とき３４０号 新潟 20:17 東京 22:28

とき３４１号 東京 21:40 新潟 23:52 とき３４２号 新潟 21:26 東京 23:40

下り 発駅 発時刻 着駅 着時刻 発駅 発時刻 着駅 着時刻

たにがわ４３１号 東京 7:00 越後湯沢 8:35 たにがわ４３０号 越後湯沢 6:06 東京 7:36

たにがわ４３９号 東京 11:00 越後湯沢 12:30 たにがわ４３４号 越後湯沢 9:18 東京 10:48

たにがわ４４３号 東京 13:00 越後湯沢 14:33 たにがわ４４２号 越後湯沢 13:18 東京 14:48

たにがわ４５１号 東京 17:00 越後湯沢 18:30 たにがわ４４６号 越後湯沢 15:18 東京 16:48

たにがわ４５７号 東京 20:24 越後湯沢 21:54 たにがわ４５４号 越後湯沢 19:16 東京 20:48

たにがわ４７１号 東京 7:32 高崎 8:30 たにがわ４７０号 高崎 6:21 東京 7:20

たにがわ４７５号 東京 21:20 高崎 22:22 たにがわ４７６号 高崎 8:18 東京 9:15

※たにがわ４７１号は、休日運休 たにがわ４７８号 高崎 9:03 東京 10:04

下り 上り

上り

○とき　（２６本）

下り 上り

《東京を発着する57本の新幹線》

下り

○たにがわ　（１５本）

「ドリームキャンペーン」号車両で運転する新幹線

下り 上り

○なすの　（７本）

○やまびこ (９本）

　なお、本年１１月には車両取替えにより、編成数は１６→１３編成（一般カラーが４編成から１編成）になります。

　運用は「とき」２６本が１７本に、「たにがわ」１５本は１０本に、合計５７本は４３本に変更となる予定です。


