台風 19 号接近に伴う新幹線の運転計画について
東日本旅客鉄道株式会社
東北・上越・北陸新幹線は、台風 19 号接近に伴い、11 時頃より本数を減らし、
その後上下線で運転を見合わせます。このため、以下の列車を運休(区間運休)します。

東北新幹線
【下り】
列車名

（平常時）運転区間

はやぶさ

記事

東京(7:40)～新青森(11:11)

【仙台(9:16)～新青森間(11:11)【区間運休】

こまち

49 号

東京(7:40)～秋田(12:03)

【仙台(9:16)～秋田間(12:03)【区間運休】

やまびこ

45 号

東京(9:40)～盛岡(12:54)

【仙台(11:36)～盛岡(12:54)【区間運休】

はやぶさ

69 号

大宮(10:10)～新青森(13:08)

【大宮(10:10)～新青森(13:08)【全区間】

はやぶさ

303 号

上野(10:30)～新青森(13:48)

【上野(10:30)～新青森(13:48)【全区間】

なすの

257 号

東京(11:08)～郡山(12:48)

【東京(11:08)～郡山(12:48)【全区間】

やまびこ

163 号

東京(11:28)～盛岡(14:42)

【仙台(13:26)～盛岡(14:42)【区間運休】

81 号

東京(11:52)～山形(14:31)

【東京(11:52)～山形(14:31)【全区間】

東京(11:56)～新青森(15:07)

【東京(11:56)～新青森(15:07)【全区間】

東京(11:56)～秋田(15:50)

【東京(11:56)～秋田(15:50)【全区間】

東京(12:44)～新青森(16:05)

【東京(12:44)～新青森(16:05)【全区間】

東京(12:44)～秋田(16:54)

【東京(12:44)～秋田(16:54)【全区間】

東京(13:00)～仙台(15:04)

【東京(13:00)～仙台(15:04)【全区間】

つばさ
はやぶさ
こまち

53 号

はやぶさ
こまち

55 号

やまびこ
つばさ

139 号

東京(13:00)～山形(15:50)

【東京(13:00)～山形(15:50)【全区間】

なすの

259 号

東京(13:12)～郡山(14:48)

【東京(13:12)～郡山(14:48)【全区間】

53 号

東京(13:36)～盛岡(16:54)

【東京(13:36)～盛岡(16:54)【全区間】

東京(13:44)～新青森(16:54)

【東京(13:44)～新青森(16:54)【全区間】

東京(13:44)～秋田(17:51)

【東京(13:44)～秋田(17:51)【全区間】

東京(14:00)～仙台(16:04)

【東京(14:00)～仙台(16:04)【全区間】

やまびこ
はやぶさ
こまち

57 号

やまびこ
つばさ

141 号

東京(14:00)～新庄(17:41)

【東京(14:00)～新庄(17:41)【全区間】

やまびこ

211 号

東京(14:12)～仙台(16:25)

【東京(14:12)～仙台(16:25)【全区間】

はやぶさ

東京(14:20)～新函館北斗(18:28)

【東京(14:20)～新青森(17:29)【区間運休】

こまち

25 号

東京(14:20)～秋田(18:12)

【東京(14:20)～秋田(18:12)【全区間】

やまびこ

55 号

東京(14:36)～盛岡(17:54)

【東京(14:36)～盛岡(17:54)【全区間】

はやぶさ

59 号

東京(14:44)～新青森(18:02)

【東京(14:44)～新青森(18:02)【全区間】

やまびこ

東京(15:00)～仙台(17:04)

【東京(15:00)～仙台(17:04)【全区間】

つばさ

143 号

東京(15:00)～山形(17:46)

【東京(15:00)～山形(17:46)【全区間】

なすの

261 号

東京(15:12)～郡山(16:48)

【東京(15:12)～郡山(16:48)【全区間】

1

列車名

（平常時）運転区間

はやぶさ
こまち

記事

東京(15:20)～新函館北斗(19:47)
27 号

東京(15:20)～秋田(19:10)

【東京(15:20)～新青森(18:43)【区間運休】
【東京(15:20)～秋田(19:10)【全区間】

やまびこ

57 号

東京(15:36)～盛岡(18:54)

【東京(15:36)～盛岡(18:54)【全区間】

はやぶさ

29 号

東京(15:44)～新青森(19:02)

【東京(15:44)～新青森(19:02)【全区間】

やまびこ

東京(16:00)～仙台(18:04)

【東京(16:00)～仙台(18:04)【全区間】

つばさ

145 号

東京(16:00)～新庄(19:29)

【東京(16:00)～新庄(19:29)【全区間】

やまびこ

213 号

東京(16:12)～仙台(18:25)

【東京(16:12)～仙台(18:25)【全区間】

はやぶさ

東京(16:20)～新青森(19:37)

【東京(16:20)～新青森(19:37)【全区間】

31 号

東京(16:20)～秋田(20:12)

【東京(16:20)～秋田(20:12)【全区間】

やまびこ

147 号

東京(16:36)～仙台(18:41)

【東京(16:36)～仙台(18:41)【全区間】

はやぶさ

105 号

東京(16:56)～盛岡(19:44)

【東京(16:56)～盛岡(19:44)【全区間】

こまち

やまびこ

東京(17:00)～仙台(19:04)

【東京(17:00)～仙台(19:04)【全区間】

つばさ

149 号

東京(17:00)～山形(19:45)

【東京(17:00)～山形(19:45)【全区間】

なすの

263 号

東京(17:12)～那須塩原(18:22)

【東京(17:12)～那須塩原(18:22)【全区間】

東京(17:20)～新函館北斗(21:44)

【東京(17:20)～新青森(20:40)【区間運休】

はやぶさ
33 号

東京(17:20)～秋田(21:04)

【東京(17:20)～秋田(21:04)【全区間】

やまびこ

151 号

東京(17:28)～仙台(19:37)

【東京(17:28)～仙台(19:37)【全区間】

やまびこ

215 号

東京(17:36)～仙台(20:09)

【東京(17:36)～仙台(20:09)【全区間】

はやぶさ

107 号

東京(17:56)～盛岡(20:44)

【東京(17:56)～盛岡(20:44)【全区間】

こまち

やまびこ

東京(18:00)～仙台(19:59)

【東京(18:00)～仙台(19:59)【全区間】

つばさ

153 号

東京(18:00)～山形(20:47)

【東京(18:00)～山形(20:47)【全区間】

なすの

265 号

東京(18:08)～那須塩原(19:20)

【東京(18:08)～那須塩原(19:20)【全区間】

はやぶさ

東京(18:20)～新青森(21:37)

【東京(18:20)～新青森(21:37)【全区間】

35 号

東京(18:20)～秋田(22:07)

【東京(18:20)～秋田(22:07)【全区間】

やまびこ

155 号

東京(18:28)～仙台(20:24)

【東京(18:28)～仙台(20:24)【全区間】

やまびこ

217 号

東京(18:36)～仙台(20:49)

【東京(18:36)～仙台(20:49)【全区間】

はやぶさ

109 号

東京(18:56)～盛岡(21:44)

【東京(18:56)～盛岡(21:44)【全区間】

なすの

267 号

東京(19:00)～那須塩原(20:09)

【東京(19:00)～那須塩原(20:09)【全区間】

東京(19:16)～仙台(21:23)

【東京(19:16)～仙台(21:23)【全区間】

東京(19:16)～新庄(22:45)

【東京(19:16)～新庄(22:45)【全区間】

こまち

やまびこ
つばさ

157 号

はやぶさ

東京(19:20)～新函館北斗(23:29)

【東京(19:20)～新青森(21:35)【区間運休】

37 号

東京(19:20)～秋田(23:02)

【東京(19:20)～秋田(23:02)【全区間】

やまびこ

219 号

東京(19:28)～仙台(21:43)

【東京(19:28)～仙台(21:43)【全区間】

はやぶさ

111 号

東京(19:40)～盛岡(22:23)

【東京(19:40)～盛岡(22:23)【全区間】

なすの

269 号

東京(20:00)～那須塩原(21:07)

【東京(20:00)～那須塩原(21:07)【全区間】

東京(20:16)～新青森(23:36)

【東京(20:16)～新青森(23:36)【全区間】

39 号

東京(20:16)～秋田(23:53)

【東京(20:16)～秋田(23:53)【全区間】

59 号

東京(20:20)～盛岡(23:31)

【東京(20:20)～盛岡(23:31)【全区間】

東京(20:28)～那須塩原(21:37)

【東京(20:28)～那須塩原(21:37)【全区間】

東京(20:44)～仙台(22:46)

【東京(20:44)～仙台(22:46)【全区間】

こまち

はやぶさ
こまち
やまびこ
なすの

271 号

やまびこ
つばさ

159 号

東京(20:44)～山形(23:26)

【東京(20:44)～山形(23:26)【全区間】

やまびこ

221 号

東京(20:56)～仙台(23:03)

【東京(20:56)～仙台(23:03)【全区間】

なすの

275 号

東京(21:24)～那須塩原(22:36)

【東京(21:24)～那須塩原(22:36)【全区間】

東京(21:36)～仙台(23:07)

【東京(21:36)～仙台(23:07)【全区間】

はやぶさ

41 号

2

列車名

（平常時）運転区間

記事

やまびこ

223 号

東京(21:44)～仙台(23:47)

【東京(21:44)～仙台(23:47)【全区間】

なすの

277 号

東京(22:00)～那須塩原(23:08)

【東京(22:00)～那須塩原(23:08)【全区間】

なすの

279 号

東京(22:16)～那須塩原(23:25)

【東京(22:16)～那須塩原(23:25)【全区間】

なすの

281 号

東京(22:44)～那須塩原(23:53)

【東京(22:44)～那須塩原(23:53)【全区間】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
新青森・新函館北斗行 最終列車
はやぶさ 23 号 東京駅 13:20 発 新青森駅 16:43 着 新函館北斗 17:47 着
盛岡～新函館北斗間 最終
【停車駅：上野・大宮・仙台・盛岡・いわて沼宮内・二戸・八戸・七戸十和田。新青森・
奥津軽いまべつ・木古内・新函館北斗】
仙台・盛岡駅間 最終列車
やまびこ 51 号 東京駅 12:36 発 盛岡駅 15:54 着
仙台～盛岡駅間 最終
【停車駅：上野・大宮・宇都宮・郡山・福島・仙台・古川・・くりこま高原・一ノ関・
水沢江刺・北上・新花巻・盛岡】
仙台駅行 最終列車
やまびこ 209 号 東京駅 12:12 発 仙台駅 14:58 着
東京～仙台駅間 最終
【停車駅：上野・大宮・小山・宇都宮・那須塩原・新白河・郡山・福島・仙台】
秋田駅行 最終列車
こまち 23 号 東京駅 13:20 発 秋田駅 17:14 着
盛岡～秋田間 最終
【停車駅：上野・大宮・仙台・盛岡・田沢湖・角館・大曲・秋田】
山形・新庄駅行 最終列車
つばさ 137 号 東京駅 12:00 発 新庄駅 15:30 着 山形～新庄間 最終
【停車駅：上野・大宮・宇都宮・郡山・福島・米沢・赤湯・かみのやま温泉・山形・天童・
さくらんぼ東根・村山・大石田・新庄】

3

【上り】
列車名

（平常時）運転区間

やまびこ
つばさ

140 号

はやぶさ
こまち

18 号

なすの

記事

仙台(12:44)～東京(14:48)

【仙台(12:44)～東京(14:48) 【全区間】

新庄 (11:17) ～東京(14:48)

【新庄 (11:17) ～東京(14:48) 【全区間】

新函館北斗(10:53)～東京(15:04)

【仙台(13:30)～東京(15:04)【区間運休】

秋田 (11:07) ～東京(15:04)

【仙台(13:30)～東京(15:04)【区間運休】

276 号

郡山(13:36)～東京(15:16)

【郡山(13:36)～東京(15:16) 【全区間】

やまびこ

46 号

盛岡(12:07)～東京(15:24)

【盛岡(12:07)～東京(15:24) 【全区間】

はやぶさ

54 号

新青森(12:09)～東京(15:32)

【新青森(12:09)～東京(15:32) 【全区間】

仙台(13:44)～東京(15:48)

【仙台(13:44)～東京(15:48) 【全区間】

山形 (13:04) ～東京(15:48)

【山形 (13:04) ～東京(15:48) 【全区間】

新青森(12:39)～東京(16:04)

【新青森(12:39)～東京(16:04) 【全区間】

秋田 (12:13) ～東京(16:04)

【秋田 (12:13) ～東京(16:04) 【全区間】

やまびこ
つばさ

142 号

はやぶさ
こまち

20 号

やまびこ

214 号

仙台(14:00)～東京(16:16)

【仙台(14:00)～東京(16:16) 【全区間】

やまびこ

48 号

盛岡(13:07)～東京(16:24)

【盛岡(13:07)～東京(16:24) 【全区間】

はやぶさ

22 号

新青森(13:15)～東京(16:32)

【仙台(14:57)～東京(16:32) 【区間運休】

仙台(14:44)～東京(16:48)

【仙台(14:44)～東京(16:48) 【全区間】

新庄 (13:18) ～東京(16:48)

【新庄 (13:18) ～東京(16:48) 【全区間】

新函館北斗(12:48)～東京(17:04)

【新青森(13:52)～東京(17:04) 【区間運休】

秋田 (13:06) ～東京(17:04)

【秋田 (13:06) ～東京(17:04) 【全区間】

やまびこ
つばさ

144 号

はやぶさ
こまち

24 号

なすの

278 号

郡山(15:39)～東京(17:16)

【郡山(15:39)～東京(17:16) 【全区間】

やまびこ

50 号

盛岡(14:07)～東京(17:24)

【盛岡(14:07)～東京(17:24) 【全区間】

はやぶさ

26 号

新青森(14:09)～東京(17:32)

【新青森(14:09)～東京(17:32) 【全区間】

仙台(15:43)～東京(17:48)

【仙台(15:43)～東京(17:48) 【全区間】

やまびこ
つばさ

146 号

山形 (15:03) ～東京(17:48)

【山形 (15:03) ～東京(17:48) 【全区間】

やまびこ

216 号

仙台(16:00)～東京(18:16)

【仙台(16:00)～東京(18:16) 【全区間】

新函館北斗(13:39)～東京(18:04)

【新青森(14:38)～東京(18:04) 【区間運休】

はやぶさ
こまち

28 号

秋田 (14:14) ～東京(18:04)

【秋田 (14:14) ～東京(18:04) 【全区間】

やまびこ

52 号

盛岡(15:07)～東京(18:24)

【盛岡(15:07)～東京(18:24) 【全区間】

はやぶさ

60 号

新青森(15:17)～東京(18:32)

【新青森(15:17)～東京(18:32) 【全区間】

仙台(16:34)～東京(18:36)

【仙台(16:34)～東京(18:36) 【全区間】

山形 (15:46) ～東京(18:36)

【山形 (15:46) ～東京(18:36) 【全区間】

仙台(16:44)～東京(18:48)

【仙台(16:44)～東京(18:48) 【全区間】

やまびこ
つばさ

148 号

やまびこ
つばさ

150 号

新庄 (15:17) ～東京(18:48)

【新庄 (15:17) ～東京(18:48) 【全区間】

はやぶさ

110 号

盛岡(16:07)～東京(18:56)

【盛岡(16:07)～東京(18:56) 【全区間】

新函館北斗(14:48)～東京(19:04)

【新青森(15:52)～東京(19:04) 【区間運休】

秋田 (15:09) ～東京(19:04)

【秋田 (15:09) ～東京(19:04) 【全区間】

はやぶさ
こまち

30 号

なすの

280 号

郡山(17:35)～東京(19:16)

【郡山(17:35)～東京(19:16) 【全区間】

やまびこ

152 号

仙台(17:25)～東京(19:28)

【仙台(17:25)～東京(19:28) 【全区間】

やまびこ

仙台(17:43)～東京(19:48)

【仙台(17:43)～東京(19:48) 【全区間】

つばさ

154 号

山形 (17:05) ～東京(19:48)

【山形 (17:05) ～東京(19:48) 【全区間】

はやぶさ

112 号

盛岡(17:07)～東京(19:56)

【盛岡(17:07)～東京(19:56) 【全区間】

新函館北斗(15:39)～東京(20:04)

【新青森(15:39)～東京(20:04) 【全区間】

秋田 (16:12) ～東京(20:04)

【秋田 (16:12) ～東京(20:04) 【全区間】

那須塩原(19:02)～東京(20:20)

【那須塩原(19:02)～東京(20:20) 【全区間】

はやぶさ
こまち

32 号

なすの

282 号

4

列車名

（平常時）運転区間

はやぶさ
こまち
やまびこ

34 号
218 号

やまびこ
つばさ

156 号

はやぶさ

記事

新函館北斗(16:20)～東京(20:32)

【新青森(17:22)～東京(20:32) 【区間運休】

秋田 (16:34) ～東京(20:32)

【秋田 (16:34) ～東京(20:32) 【全区間】

仙台(18:11)～東京(20:44)

【仙台(18:11)～東京(20:44) 【全区間】

仙台(18:43)～東京(20:48)

【仙台(18:43)～東京(20:48) 【全区間】

新庄 (17:12) ～東京(20:48)

【新庄 (17:12) ～東京(20:48) 【全区間】

新青森(17:44)～東京(21:04)

【新青森(17:44)～東京(21:04) 【全区間】

こまち

36 号

秋田 (17:15) ～東京(21:04)

【秋田 (17:15) ～東京(21:04) 【全区間】

やまびこ

54 号

盛岡(17:54)～東京(21:12)

【盛岡(17:54)～東京(21:12) 【全区間】

はやぶさ

38 号

新函館北斗(17:25)～東京(21:23)

【新青森(18:24)～東京(21:23) 【区間運休】

やまびこ

220 号

仙台(19:17)～東京(21:40)

【仙台(19:17)～東京(21:40) 【全区間】

やまびこ

56 号

盛岡(18:40)～東京(22:00)

【盛岡(18:40)～東京(22:00) 【全区間】

新青森(18:38)～東京(22:04)

【新青森(18:38)～東京(22:04) 【全区間】

秋田 (18:16) ～東京(22:04)

【秋田 (18:16) ～東京(22:04) 【全区間】

仙台(20:17)～東京(22:24)

【仙台(20:17)～東京(22:24) 【全区間】

はやぶさ
こまち

40 号

やまびこ
つばさ

158 号

新庄 (18:43) ～東京(22:24)

【新庄 (18:43) ～東京(22:24) 【全区間】

やまびこ

222 号

仙台(20:37)～東京(22:48)

【仙台(20:37)～東京(22:48) 【全区間】

やまびこ

58 号

盛岡(19:40)～東京(22:56)

【盛岡(19:40)～東京(22:56) 【全区間】

新函館北斗(18:40)～東京(23:04)

【新青森(19:44)～東京(23:04) 【区間運休】

はやぶさ
こまち

42 号

秋田 (19:10) ～東京(23:04)

【秋田 (19:10) ～東京(23:04) 【全区間】

なすの

284 号

郡山(21:44)～東京(23:20)

【郡山(21:44)～東京(23:20) 【全区間】

つばさ

160 号

新庄 (19:57) ～東京(23:28)

【新庄 (19:57) ～東京(23:28) 【全区間】

やまびこ

60 号

盛岡(20:29)～東京(23:44)

【盛岡(20:29)～東京(23:44) 【全区間】

やまびこ

290 号

仙台(22:25)～郡山(23:04)

【仙台(22:25)～郡山(23:04) 【全区間】

はやぶさ

新函館北斗(19:41)～仙台(23:01)

【新青森(20:40)～仙台(23:01) 【区間運休】

こまち

96 号

秋田 (20:14) ～仙台(23:01)

【秋田 (20:14) ～仙台(23:01) 【全区間】

はやて

98 号

新函館北斗(20:43)～盛岡(22:48)

【新青森(21:47)～盛岡(22:48) 【区間運休】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
東京駅行 最終列車
はやぶさ 16 号 新函館北斗駅 9:35 発 東京駅 14:04 着
新函館北斗～新青森間 最終
【停車駅：木古内・奥津軽今別・新青森・七戸十和田・八戸・二戸・いわて沼宮内・盛岡・
仙台・大宮・上野・東京】
はやぶさ 52 号 新青森駅 11:15 発 東京駅 14:32 着
【停車駅：八戸・盛岡・仙台・大宮・上野・東京】

盛岡～東京間 最終

やまびこ 44 号 盛岡駅 11:07 発 東京駅 14:24 着
盛岡～仙台間 最終
【停車駅：新花巻・北上・水沢江刺・一ノ関・くりこま高原・古川・仙台・福島・郡山・宇都宮・大
宮・上野・東京】
こまち 16 号 秋田駅 10:10 発 東京駅 14:04 着
秋田～盛岡間 最終
【停車駅：大曲・角館・田沢湖・盛岡 以降 はやぶさ 16 号と同じ停車駅】
つばさ 136 号 新庄駅 9:16 発 東京駅 12:48 着
新庄～山形間 最終
【停車駅：大石田・村山・さくらんぼ東根・天童・山形・かみのやま温泉・赤湯・米沢・福島・
郡山・宇都宮・大宮・上野・東京】
つばさ 138 号 山形駅 10:57 発 東京駅 13:48 着
山形～福島間 最終
【停車駅：山形・かみのやま温泉・赤湯・高畠・米沢・福島・郡山・宇都宮・大宮・上野・東京】
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上越新幹線
【下り】
列車名

（平常時）運転区間

記事

とき 395 号

東京(12:16)～新潟(14:24)

【東京(12:16)～新潟間(14:24) 全区間】

Max とき 369 号

東京(13:16)～新潟(15:20)

【東京(13:16)～新潟間(15:20) 全区間】

とき 323 号

東京(13:40)～新潟(15:48)

【東京(13:40)～新潟間(15:48) 全区間】

とき 371 号

東京(13:56)～新潟(15:56)

【東京(13:56)～新潟間(15:56) 全区間】

とき 325 号

東京(14:40)～新潟(16:47)

【東京(14:40)～新潟間(16:47) 全区間】

とき 327 号

東京(15:16)～新潟(17:04)

【東京(15:16)～新潟間(17:04) 全区間】

とき 329 号

東京(15:40)～新潟(17:48)

【東京(15:40)～新潟間(17:48) 全区間】

とき 331 号

東京(16:16)～新潟(18:16)

【東京(16:16)～新潟間(18:16) 全区間】

とき 333 号

東京(16:40)～新潟(18:48)

【東京(16:40)～新潟間(18:48) 全区間】

たにがわ 405 号

東京(17:08)～越後湯沢(18:35)

とき 335 号

東京(17:16)～新潟(19:15)

【東京(17:16)～新潟間(19:15) 全区間】

Max とき 337 号

東京(17:40)～新潟(19:44)

【東京(17:40)～新潟間(19:44) 全区間】

Max たにがわ 407 号

東京(17:52)～越後湯沢(19:24)

Max とき 339 号

東京(18:12)～新潟(20:12)

Max たにがわ 409 号

東京(18:16)～越後湯沢(19:46)

【東京(18:16)～越後湯沢間(19:46) 全区間】

たにがわ 411 号

東京(18:32)～越後湯沢(20:00)

【東京(18:32)～越後湯沢間(20:00) 全区間】

Max とき 341 号

東京(18:52)～新潟(21:05)

【東京(18:52)～新潟間(21:05) 全区間】

Max たにがわ 341 号

東京(18:52)～越後湯沢(20:15)

【東京(18:52)～越後湯沢間(20:15) 全区間】

たにがわ 413 号

東京(19:12)～越後湯沢(20:42)

【東京(19:12)～越後湯沢間(20:42) 全区間】

Max とき 343 号

東京(19:36)～新潟(21:40)

【東京(19:36)～新潟間(21:40) 全区間】

たにがわ 415 号

東京(19:52)～越後湯沢(21:26)

【東京(19:52)～越後湯沢間(21:26) 全区間】

とき 345 号

東京(20:04)～新潟(21:56)

【東京(20:04)～新潟間(21:56) 全区間】

とき 347 号

東京(20:24)～新潟(22:36)

【東京(20:24)～新潟間(22:36) 全区間】

とき 349 号

東京(20:52)～新潟(22:57)

【東京(20:52)～新潟間(22:57) 全区間】

たにがわ 473 号

東京(21:12)～高崎(22:10)

【東京(21:12)～高崎間(22:10) 全区間】

Max とき 351 号

東京(21:40)～新潟(23:56)

【東京(21:40)～新潟間(23:56) 全区間】

Max たにがわ 417 号

東京(22:28)～越後湯沢(23:55)

【東京(22:28)～越後湯沢間(23:55) 全区間】

Max たにがわ 475 号

東京(23:00)～高崎(23:58)

【東京(23:00)～高崎間(23:58) 全区間】

とき 451 号

越後湯沢(8:24)～新潟(9:14)

【越後湯沢(8:24)～新潟間(9:14)

とき 453 号

越後湯沢(12:44)～新潟(13:38)

【越後湯沢(12:44)～新潟間(13:38) 全区間】

とき 455 号

越後湯沢(15:20)～新潟(16:14)

【越後湯沢(15:20)～新潟間(16:14) 全区間】

【東京(17:08)～越後湯沢間(18:35) 全区間】

【東京(17:52)～越後湯沢間(19:24) 全区間】
【東京(18:12)～新潟間(20:12) 全区間】

全区間】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
新潟駅行 最終列車
Max とき・たにがわ 321 号 東京駅 12:40 発 新潟駅 14:49 着
東京～新潟間 最終
【停車駅：上野・大宮・高崎・上毛高原・越後湯沢・浦佐・長岡・燕三条・新潟】
※たにがわ号は越後湯沢行です。東京・越後湯沢駅間は、とき号とたにがわ号が連結して運転します。
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【上り】
列車名

（平常時）運転区間

記事

とき 320 号

新潟(12:35)～東京(14:44)

【新潟(12:35)～東京間(14:44) 全区間】

とき 322 号

新潟(13:19)～東京(15:28)

【新潟(13:19)～東京間(15:28) 全区間】

とき 368 号

新潟(13:43)～東京(15:44)

【新潟(13:43)～東京間(15:44) 全区間】

とき 324 号

新潟(14:13)～東京(16:00)

【新潟(14:13)～東京間(16:00) 全区間】

とき 326 号

新潟(14:19)～東京(16:28)

【新潟(14:19)～東京間(16:28) 全区間】

とき 328 号

新潟(15:09)～東京(17:00)

【新潟(15:09)～東京間(17:00) 全区間】

Max たにがわ 412 号

越後湯沢(16:01)～東京(17:28)

【越後湯沢(16:01)～東京間(17:28) 全区間】

Max とき 330 号

新潟(15:37)～東京(17:40)

【新潟(15:37)～東京間(17:40) 全区間】

Max とき 332 号

新潟(16:09)～東京(18:00)

【新潟(16:09)～東京間(18:00) 全区間】

Max とき 334 号

新潟(16:23)～東京(18:40)

【新潟(16:23)～東京間(18:40) 全区間】

とき 336 号

新潟(16:56)～東京(19:00)

【新潟(16:56)～東京間(19:00) 全区間】

とき 338 号

新潟(17:23)～東京(19:40)

【新潟(17:23)～東京間(19:40) 全区間】

とき 340 号

新潟(17:44)～東京(19:52)

【新潟(17:44)～東京間(19:52) 全区間】

とき 342 号

新潟(18:12)～東京(20:12)

【新潟(18:12)～東京間(20:12) 全区間】

たにがわ 414 号

越後湯沢(19:13)～東京(20:40)

【越後湯沢(19:13)～東京間(20:40) 全区間】

とき 344 号

新潟(18:56)～東京(21:00)

【新潟(18:56)～東京間(21:00) 全区間】

とき 346 号

新潟(19:36)～東京(21:52)

【新潟(19:36)～東京間(21:52) 全区間】

Max とき 348 号

新潟(20:20)～東京(22:28)

【新潟(20:20)～東京間(22:28) 全区間】

Max たにがわ 348 号

高崎(20:59)～東京(22:28)

【高崎(20:59)～東京間(22:28) 全区間】

たにがわ 416 号

越後湯沢(21:40)～東京(23:08)

【越後湯沢(21:40)～東京間(23:08) 全区間】

Max とき 350 号

新潟(21:35)～東京(23:40)

【新潟(21:35)～東京間(23:40) 全区間】

とき 480 号

新潟(22:20)～越後湯沢(23:09)

【新潟(22:20)～越後湯沢間(23:09) 全区間】

とき 452 号

新潟(11:26)～越後湯沢(12:20)

【新潟(11:26)～越後湯沢間(12:20) 全区間】

とき 454 号

新潟(14:02)～越後湯沢(14:56)

【新潟(14:02)～越後湯沢間(14:56) 全区間】

とき 456 号

新潟(16:42)～越後湯沢(17:32)

【新潟(16:42)～越後湯沢間(17:32) 全区間】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
東京駅行 最終列車
とき 318 号 新潟駅 11:19 発 東京駅 13:28 着
新潟～越後湯沢間 最終
【停車駅：燕三条・長岡・浦佐・越後湯沢・上毛高原・高崎・大宮・上野・東京】
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北陸新幹線
【下り】
列車名

（平常時）運転区間

記事

あさま 613 号

東京(13:04)～長野(14:48)

【東京(13:04)～長野間(14:48) 全区間】

かがやき 531 号

東京(13:52)～金沢(16:26)

【東京(13:52)～金沢間(16:26) 全区間】

あさま 615 号

東京(14:04)～長野(15:53)

【東京(14:04)～長野間(15:53) 全区間】

はくたか 567 号

東京(14:24)～金沢(17:20)

【東京(14:24)～長野間(15:56) 区間運休】

かがやき 533 号

東京(14:52)～金沢(17:26)

【東京(14:52)～金沢間(17:26) 全区間】

あさま 617 号

東京(15:04)～長野(16:49)

【東京(15:04)～長野間(16:49) 全区間】

はくたか 569 号

東京(15:24)～金沢(18:24)

【東京(15:24)～長野間(16:55) 区間運休】

あさま 619 号

東京(15:52)～長野(17:42)

【東京(15:52)～長野間(17:42) 全区間】

あさま 669 号

東京(16:04)～長野(17:54)

【東京(16:04)～長野間(17:54) 全区間】

かがやき 511 号

東京(16:24)～金沢(18:54)

【東京(16:24)～金沢間(18:54) 全区間】

はくたか 571 号

東京(16:32)～金沢(19:38)

【東京(16:32)～金沢間(19:38) 全区間】

あさま 621 号

東京(16:52)～長野(18:40)

【東京(16:52)～長野間(18:40) 全区間】

かがやき 513 号

東京(17:24)～金沢(19:58)

【東京(17:24)～金沢間(19:58) 全区間】

あさま 623 号

東京(17:32)～長野(19:18)

【東京(17:32)～長野間(19:18) 全区間】

はくたか 573 号

東京(18:04)～金沢(21:19)

【東京(18:04)～金沢間(21:19) 全区間】

かがやき 515 号

東京(18:24)～金沢(20:55)

【東京(18:24)～金沢間(20:55) 全区間】

あさま 625 号

東京(18:40)～長野(20:26)

【東京(18:40)～長野間(20:26) 全区間】

はくたか 575 号

東京(19:04)～金沢(22:19)

【東京(19:04)～金沢間(22:19) 全区間】

かがやき 517 号

東京(19:24)～金沢(21:54)

【東京(19:24)～金沢間(21:54) 全区間】

あさま 627 号

東京(19:32)～長野(21:14)

【東京(19:32)～長野間(21:14) 全区間】

はくたか 577 号

東京(20:12)～金沢(23:21)

【東京(20:12)～金沢間(23:21) 全区間】

あさま 629 号

東京(20:36)～長野(22:18)

【東京(20:36)～長野間(22:18) 全区間】

かがやき 519 号

東京(21:04)～金沢(23:35)

【東京(21:04)～金沢間(23:35) 全区間】

あさま 631 号

東京(21:28)～長野(23:13)

【東京(21:28)～長野間(23:13) 全区間】

あさま 633 号

東京(22:08)～長野(23:53)

【東京(22:08)～長野間(23:53) 全区間】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
金沢駅行 最終列車
はくたか 565 号 東京駅 13：24 発 金沢駅 16：20 着
東京発 最終
【停車駅：上野・大宮・高崎・長野・飯山・上越妙高・糸魚川・黒部宇奈月温泉・富山・新高岡・金沢】
はくたか 569 号 長野駅 16：57 発 金沢駅 18：24 着
長野～金沢間 最終
【停車駅： 飯山・上越妙高・糸魚川・黒部宇奈月温泉・富山・新高岡・金沢】
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【上り】
列車名

（平常時）運転区間

記事

はくたか 562 号

金沢(11:56)～東京(14:52)

【長野(13:20)～東京間(14:52) 区間運休】

あさま 618 号

長野(13:23)～東京(15:12)

【長野(13:23)～東京間(15:12) 全区間】

はくたか 564 号

金沢(12:56)～東京(15:52)

【長野(14:24)～東京間(15:52) 区間運休】

あさま 620 号

長野(14:27)～東京(16:12)

【長野(14:27)～東京間(16:12) 全区間】

かがやき 532 号

金沢(13:46)～東京(16:20)

【金沢(13:46)～東京間(16:20) 全区間】

あさま 644 号

長野(15:00)～東京(16:40)

【長野(15:00)～東京間(16:40) 全区間】

はくたか 566 号

金沢(13:56)～東京(16:52)

【長野(15:20)～東京間(16:52) 区間運休】

あさま 622 号

長野(15:23)～東京(17:12)

【長野(15:23)～東京間(17:12) 全区間】

あさま 624 号

長野(15:40)～東京(17:20)

【長野(15:40)～東京間(17:20) 全区間】

かがやき 534 号

金沢(15:01)～上野(17:28)

【金沢(15:01)～上野間(17:28) 全区間】

はくたか 568 号

金沢(14:46)～東京(17:52)

【長野(16:18)～東京間(17:52) 区間運休】

あさま 626 号

長野(16:23)～東京(18:12)

【長野(16:23)～東京間(18:12) 全区間】

かがやき 510 号

金沢(15:55)～東京(18:28)

【金沢(15:55)～東京間(18:28) 全区間】

あさま 628 号

長野(17:09)～東京(18:52)

【長野(17:09)～東京間(18:52) 全区間】

はくたか 570 号

金沢(16:09)～東京(19:12)

【長野(17:34)～東京間(19:12) 区間運休】

かがやき 512 号

金沢(16:47)～東京(19:20)

【金沢(16:47)～東京間(19:20) 全区間】

かがやき 536 号

金沢(17:07)～東京(19:44)

【金沢(17:07)～東京間(19:44) 全区間】

はくたか 572 号

金沢(16:50)～東京(20:00)

【金沢(16:50)～東京間(20:00) 全区間】

かがやき 514 号

金沢(17:55)～東京(20:23)

【金沢(17:55)～東京間(20:23) 全区間】

あさま 630 号

長野(19:08)～東京(20:52)

【長野(19:08)～東京間(20:52) 全区間】

はくたか 574 号

金沢(18:09)～東京(21:16)

【金沢(18:09)～東京間(21:16) 全区間】

かがやき 538 号

金沢(18:47)～東京(21:20)

【金沢(18:47)～東京間(21:20) 全区間】

かがやき 516 号

金沢(19:18)～東京(21:56)

【金沢(19:18)～東京間(21:56) 全区間】

はくたか 576 号

金沢(19:02)～東京(22:12)

【金沢(19:02)～東京間(22:12) 全区間】

あさま 632 号

長野(21:15)～東京(23:00)

【長野(21:15)～東京間(23:00) 全区間】

はくたか 578 号

金沢(20:17)～東京(23:24)

【金沢(20:17)～東京間(22:12) 全区間】

かがやき 518 号

金沢(21:00)～東京(23:32)

【金沢(21:00)～東京間(23:32) 全区間】

はくたか 590 号

金沢(21:35)～長野(23:02)

【金沢(21:35)～東京間(23:02) 全区間】

※運休により、最終列車が変更となるのは以下の通りです。
東京駅行 最終列車
かがやき 528 号 金沢駅 11：45 発 東京駅 14：20 着
【停車駅：富山・長野・大宮・上野・東京】
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金沢・長野発 最終

