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２００３年８月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新幹線 

東北・秋田・山形新幹線の下り列車は 3 連休の初日を中心に、上り列車は 3 連休の最終日を中心にそれぞれ

増発し、秋の東北へのご旅行をサポートします。また、「はやて」に接続する「つがる」もこれにあわせて増発しま

す。なお、「はやて」「こまち」の増発に伴い、引き続き一部定期列車の時刻変更を実施します。  

①「はやて」「こまち」 
【下り】三連休初日（10/11. 11/1.22）に「はやて」を4 本、「こまち」を5 本増発します。 

（定期列車を含め、東京・上野発はそれぞれ前年比2 本増の19 本/日を運転） 

列車名 発 着 八戸で接続する「つがる」 

はやて・こまち291 号 東京 6：00 八戸 9：10 秋田 10：24 つがる 91 号 
はやて・こまち271 号 東京 7：08 八戸 10：40 秋田 11：44 つがる 71 号 

こまち 81 号 東京 9：20   秋田 13：43  

はやて・こまち273 号 東京 10：04 八戸 13：13 秋田 14：26 つがる 73 号 

はやて・こまち275 号 上野 11：10 八戸 14：37 秋田 15：39 つがる 75 号 

※「こまち 81 号」は「やまびこ 81 号」と併結。 

【上り】三連休最終日（10/13. 11/3.24）に「はやて」を7 本、「こまち」を8 本増発します。 

（定期列車を含め、東京・上野着はそれぞれ前年比5 本増の22 本/日を運転） 

列車名 発 着 八戸で接続する「つがる」 

はやて・こまち220 号 秋田 8：26 八戸 9：19 東京 12：40  
はやて・こまち270 号 秋田 9：22 八戸 10：23 東京 13：44  

はやて・こまち272 号 秋田 10：20 八戸 11：34 東京 14：40 つがる 82 号 

はやて・こまち274 号 秋田 11：24 八戸 12：31 東京 15：44 つがる 84 号 

はやて・こまち276 号 秋田 12：24 八戸 13：25 東京 16：44 つがる 86 号 

はやて・こまち222 号 秋田 13：23 八戸 14：28 東京 17：44 つがる 92 号 

こまち 86 号 秋田 14：27   東京 18：44  

はやて・こまち224 号 秋田 16：23 八戸 17：31 東京 20：36 つがる 94 号 

※「こまち 86 号」は「やまびこ 86 号」と併結。 

１．新幹線・在来線特急とも３連休や週末を中心に増発します！  

２００３年１０月１日(水)～１１月３０日(日)の６１日間に運転する増発列車の概要をお知らせ

いたします。「体育の日」「文化の日」「勤労感謝の日」の３連休を中心として、秋の行楽やハ

イキングに便利な列車を増発します。 

 

◆期間中に増発する新幹線、特急、急行列車は、 
新幹線 ９１２本、在来線 １,２２４本、合わせて ２,１３６本です。 

                     （対前年 104%）      （対前年 106%）         （対前年 105%） 

 尚、定期列車を合わせた総本数の対前年比は、新幹線101%、在来線 98%、合わせて 99%です。 
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②「つばさ」 

【下り】三連休初日（10/11. 11/1.22）に「つばさ」を最大 5 本増発します。 

（定期列車を含め、東京・上野発は前年同様に20 本/日を運転） 

列車名 発 着 運転日 
つばさ 263 号 東京 6：36   新庄 10：39 10/11. 11/1.22 

Ｍａｘやまびこ・つばさ185 号 東京 9：08 仙台 11：23 新庄 12：52 10/11. 11/1.22 

つばさ 209 号 東京 11：24   新庄 15：29 10/11. 11/1.22 

Ｍａｘやまびこ・つばさ187 号 東京 12：24 仙台 14：28 山形 15：09 10/11. 11/1.22 

Ｍａｘやまびこ・つばさ189 号 東京 16：24 仙台 18：28 山形 19：08 10/11 

つばさ 267 号 東京 16：24   山形 19：08 11/22 

※「つばさ263 号・209 号・267 号」は「やまびこ」と連結しません。 

【上り】三連休最終日（10/13. 11/3.24）に「つばさ」を最大 6 本増発します。 

（定期列車を含め、東京・上野着は前年比2 本増の21 本/日を運転） 

列車名 発 着 運転日 

つばさ 214 号 山形 11：08   上野 14：14 10/13. 11/3.24 
Ｍａｘやまびこ・つばさ186 号 山形 13：16 仙台 14：02 東京 16：12 10/13 

つばさ 268 号 山形 13：16   東京 16：12 11/24 

Ｍａｘやまびこ・つばさ188 号 山形 14：09 仙台 15：00 上野 17：14 10/13. 11/3.24 

Ｍａｘやまびこ・つばさ190 号 新庄 14：19 仙台 16：02 東京 18：12 10/13. 11/3.24 

Ｍａｘやまびこ・つばさ192 号 新庄 15：16 仙台 17：01 東京 19：12 10/13. 11/3.24 

つばさ 284 号 山形 19：44   東京 22：40 10/13. 11/3.24 

※「つばさ214 号・268 号・284 号」は「やまびこ」と連結しません。 

○ ３連休の初日（10/11. 11/1.22）に、定期の初列車より早い上り「つばさ」を運転します。 

 

○ ３連休の翌朝（10/14. 11/4.25）に、定期の初列車より早い上り「やまびこ」を運転します。 

 

○ 紅葉のシーズンにあわせて、便利な臨時列車を運転します。 

 

 

（２）在来線特急 

草津方面・白馬方面へのハイキング・紅葉狩りや、都心への行楽・ショッピングに便利な列車を 3 連休

に増発します。 

① 「フレッシュひたち」でおなじみのE653 系を使用した特急「フレッシュ草津」を初めて運転します。 

  列車名 発 着 運転日 記事 

上野 11:13 
長野原 

草津口 
13:40 

フレッシュ草津 
長野原 

草津口 
15:45 上野 18:35 

10/11-13. 11/1-3 
Ｅ653 系７両 

（全車指定席） 

② ３連休の初日には朝一番の下り特急「スーパーあずさ1号」の前に「あずさ91号」を運転します。上りは朝一番の

特急「かいじ 102 号」の前に「かいじ192 号」を運転します。 

  列車名 発 着 運転日 記事 

あずさ 91 号 新宿 6:30 白馬 10:48 10/11. 11/1  

かいじ 192 号 甲府 6:33 新宿 8:28 10/11. 11/1.22  

 

つばさ 200 号 山形  5：51 発 上野  8：58 着  

やまびこ 132 号 仙台  6：00 発 東京  8：08 着  

はやて 99 号 
はやて 82 号 

やまびこ 35 号 

東京  7：08 発 
八戸 14：28 発 

東京  8：08 発 

八戸 10：40 着 
東京 17：44 着 

盛岡 11：45 着 

10/20-24.27-30 
10/18.20-25.27-30 

10・11 月の各土日 
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（１） 各地のイベントに合わせて多彩な臨時列車を増発します。 

① 中央線開業１００周年キャンペーンとして開催する韮崎駅開業１００周年式典、竜王駅開業１００周年式典に合

わせた客車による快速列車を運転します。 

列車名 発 着 運転日 記事 

塩山 10:11 韮崎 11:02 
韮崎駅開業 

１００周年号 
韮崎 11:48 塩山 12:48 

10/12.13 
旧型客車 3 両 

+12 系客車 3 両 

（全車指定席） 

新宿 8:01 竜王 10:51 
竜王駅開業 

１００周年号 
竜王 16:50 新宿 19:25 

10/26 
12 系客車 6 両 

（全車指定席） 

② 鉄道記念日にあわせて信越線の長岡～直江津間に「ＳＬえちご日本海」を運転します。 

  列車名 発 着 運転日 記事 

長岡 9:17 直江津 11:31 
ＳＬえちご日本海 

直江津 15:18 長岡 17:26 

10/13 
Ｃ57+12 系客車 
（全車指定席） 

③ 東北線･北上線に「なつかしの横黒号」を、山田線・岩泉線に「なつかしのキハ５２・５８号」を国鉄色の気動車を

使用して運転します。 

  列車名 発 着 運転日 記事 

盛岡 10:15 横手 12:33 
なつかしの横黒号 

横手 15:05 盛岡 17:10 

10/25.26. 11/1-3 
58 系 2 両 

国鉄色 

（全車指定席） 

盛岡 9:46 岩泉 12:47 
なつかしの 

キハ 52・58 号 
岩泉 13:08 盛岡 16:06 

10/11-13 
52・58 系 2 両 

国鉄色 

（全車指定席） 

④ 幕張メッセで10月25日（土）から11月 5日（水）にかけて開催される「東京モーターショー2003」 に合わせて特
急列車や京葉線・武蔵野線の普通列車を増発します。 

（２） 日光方面・東北地方のハイキングや紅葉狩りに便利な列車を増発します。 

① 日光へは「快速やすらぎの日光号」を房総・湘南方面から運転します。 

列 車 名 発 着 運転日 記事 

新宿 8:07 日光 10:30 

日光 16:17 新宿 19:03 

10/4.5.11-13 

（土休日） 

千葉 7:10 日光 10:30 

日光 17:25 千葉 20:44 

10/18.19.25.26 

（土休日） 

平塚 6:54 日光 10:30 

快速やすらぎの日光号 

日光 17:25 平塚 21:02 

11/1-3.8.9.15.16.22-24.29.30 

（土休日） 

彩野 

（全車指定席） 

 

 

２．イベントに合わせた列車や行楽に便利な列車が多彩な顔ぶれでお客さまをお待ちしております！
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② 「きらきらみちのく」は１１月から下北半島や津軽半島をゆっくりお楽しみいただける新ダイヤで運転します。また、

気動車「kenji」を使用した「さんりくトレイン」は平泉・遠野の観光に便利なダイヤで運転し、今夏デビューした「こ

がね」は平泉・気仙沼の周遊に便利なダイヤで運転します。 

列 車 名 発 着 運転日 記事 

きらきらみちのく 下北 八戸 11:14 大湊 12:52 

きらきらみちのく 青森 大湊 15:52 青森 17:32 

11/1.8.15.22.29 

（土曜日） 

きらきらみちのく 津軽 浅虫温泉 9:11 三厩 11:00 

きらきらみちのく 八戸 青森 16:05 八戸 17:23 

11/2.9.16.23.30 

（日曜日） 

きらきら 

みちのく 

（全車指定席） 

さんりくトレイン平泉号 盛岡 8:22 一ノ関 9:49 平泉着 9:40 

さんりくトレイン 

遠野路 1 号 
一ノ関 11:19 宮古 15:18 遠野着 13：06 

さんりくトレイン 

遠野路 2 号 
宮古 15:42 盛岡 19:08 

10/3-5.10-13.17.18.24-26.31. 

11/1-3.7-9.14-16.21-24 
（金土休日） 

遠野発 17:35 

こがね平泉号 仙台 9:15 平泉 10:50 

こがね気仙沼号 平泉 13:28 気仙沼 15:11 

こがね仙台号 気仙沼 15:16 仙台 17:31 

10/4.5.10-13.18.19.25.26.31. 

11/1-3.8.9.15.16.21-24.29.30 

 

こがね 

（全車指定席） 

なお、「きらきらみちのく」は 10 月 26 日まで金･土・休日に従来どおりのダイヤで運転します。 
 


