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２０１８年１０月１９日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
【新幹線】 

 
１． 年末年始の帰省、ご旅行に便利な臨時列車を運転します。 

  （東北新幹線は、「はやぶさ」を中心に運転します。） 

 

２． 新幹線で GALA に行こう！上越新幹線は、「GALA 湯沢スキー場」への 

お出かけに便利な直通列車を運転します。 
 

 

【在来線】 
 

１． 各地のキャンペーン、イベントにあわせて臨時列車を運転します。 
 

２． 「のってたのしい列車」を各地で運転します。 

 

３． 年末年始や「天皇誕生日」・「成人の日」・「建国記念の日」の３連休を 

中心に、首都圏と各地を結ぶ特急列車を増発します。 

 

 

 

 

２０１８年１２月１日（土）～２０１９年２月２８日（木）の９０日間に運転する増発列車の概要を 

お知らせします。年末年始の帰省やご旅行に便利な列車を中心に増発します。 

◆冬期間中に増発する新幹線、特急列車は、 

新幹線 ３，１５９本（東北新幹線１０８％）、在来線 １，５８８本、合わせて ４，７４７本 です。 

 

◆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 １００％、合わせて １０１％ です。 
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E5 系  

【新幹線】 
１． 年末年始の帰省、ご旅行に便利な臨時列車を運転します。 

（東北新幹線は、「はやぶさ」を中心に運転します。） 
◆年末年始や「天皇誕生日」･「成人の日」･「建国記念の日」の３連休を中心に、各方面に向けた臨時列車を運転します。 

◆東北・北海道方面へは、「はやぶさ」５５９本、「はやて」６２本、「こまち」２６７本、「つばさ」３３７本を運転します。 

◆新潟方面へは、「とき」「Max とき」３１７本、「たにがわ」「Max たにがわ」７９９本を運転します。 

◆長野・金沢方面へは、「かがやき」５７２本、「はくたか」１４本、「あさま」２８４本を運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

〇期間中の臨時列車 

  

〇下り臨時列車 

〇上り臨時列車 

※「はやぶさ 7・32 号」は新青森～新函館北斗間を延長運転します。 

※東京～盛岡間で「こまち」と併結して運転する日があります。 

新幹線 主な運転区間 列車名 

運転本数 

冬期間 

12/1～2/28 

年末年始期間

12/28～1/6 

東北新幹線 

山形新幹線 

秋田新幹線 

東京、上野、大宮～郡山、仙台、盛岡、

           新青森、新函館北斗 

東京～山形、新庄 

東京～秋田 

はやぶさ、はやて、やまびこ、

なすの、つばさ、こまち 
1,173 本 369 本 

上越新幹線 東京、上野～ガーラ湯沢、新潟 
とき、Max とき 

たにがわ、Max たにがわ 
1,116 本 218 本 

北陸新幹線 東京、上野～長野、金沢 かがやき、はくたか、あさま 1,870 本 273 本 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はやぶさ 047 号 

東 京 

06:56 

新函館北斗

11:13 

12/22.29.30 

1/2.3.12 

2/9 

はやぶさ 047 号 08:40 12:57 

12/1.2.8.9.22-24.28-31 

1/2-6.12-14 

2/9-11 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はやぶさ 060 号 

新函館北斗 

14:14 

東 京 

18:32 

12/24.29.30 

1/2-4.14 

2/11 

はやぶさ 032 号 15:35 20:04 

12/1.2.8.9.22-24.28-31 

1/2-6.12-14 

2/9-11 

「はやぶさ」新函館北斗駅発着 

E4 系  E7 系  
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○主な下り臨時列車 

○主な上り臨時列車  

※東京～盛岡間で「こまち」と併結して運転する日があります。 
※上記の他にも多数の臨時列車を運転します。 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はやぶさ 045 号 

東 京 

06:00 

新青森 

09:17 

12/22.28-31 

1/12 

2/9 

はやぶさ 049 号 07:40 11:11 

12/1-11.15.22.23.26-31 

1/12.13.17-29 

2/2.9.10.16.23 

はやぶさ 055 号 12:44 

16:05 

12/2.7.9.16.21-31 

1/1.11-14.18.20.25.27 

2/3.8-11.17.24 

仙 台 14:17 

12/1.3-6.8.10-15.17-20 

1/2-10.15-17.19.21-24.26.28-31 

2/1.2.4-7.12-16.18-23.25-28 

はやぶさ 065 号 17:44 

新青森 20:58 

12/2.9.16.21.23.24.27-30 

1/2-4.6.11.13.14.18.20.25.27 

2/3.8.10.11.17.24 

盛 岡 

19:58 

12/1.7.8.14.25.26 

1/19.26 

2/1.15.22 

はやぶさ 067 号 18:44 21:00 

12/2.7.9.14.16.21.24 

1/11.14.18.20.25.27 

2/1.3.8.11.15.17.22.24 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はやぶさ 046 号 

新青森  8:20 

東 京 

11:44 

12/1.2.7-9.14.15.21-23.28-31 

1/2-6.11-13.17-29 

2/1.2.8-10.15.16.22.23 

仙 台 10:07 

12/3-6.10-13.16-20.24-27 

1/1.7-10.14-16.30.31 

2/3-7.11-14.17-21.24-28 

はやぶさ 060 号 

新青森 15:17 

18:32 

12/1-11.15.16.22.23.28 

1/1.5.6.12.13.17-29 

2/2.3.9.10.16.17.23.24 

仙 台 １6:57 

12/12-14.17-21.25-27.31 

1/7-11.15.16.30.31 

2/1.4-8.12-15.18-22.25-28 

はやぶさ 062 号 
新青森 16:05 

19:32 

12/2.7.9.14.21.24 

1/2-6.11.14.18.20.25.27 

2/1.8.11.15.22 

仙 台 17:57 2/17.24 

はやぶさ 064 号 

新青森 

18:32 21:48 

12/7.14.21 

1/2-4.11.18.25 

2/1.8.15.22 

はやぶさ 066 号 19:16 22:40 

12/24 

1/2-4.14 

2/11 

「はやぶさ」 
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○主な下り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

とき 359 号 

東 京 

08:32 

新 潟 

10:39 12/29-31 

とき 361 号 09:52 11:56 12/1.8.28-31 

とき 393 号 11:16 13:23 

12/14.15.21-23.25-31 

1/1-3.5.11-13.18.19.25.26 

2/1.2.8-10.15.16.22.23 

○主な上り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

とき 366 号 

新 潟 

12:56 

東 京 

15:00 

12/2.9.23.24.29-31 

1/1-4.13.14 

2/10.11 

とき 368 号 13:43 15:44 

12/1.2.7-9.14-16.22.23 

1/1.6.12.13.19.20.26.27 

2/2.3.9.10.16.17.23.24 

とき 370 号 14:44 16:56 

12/24 

1/1-6.14 

2/11 

※「Ｍax とき」で運転する日があります。 

※上記の他にも多数の臨時列車を運転します。 

 

 

○主な下り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

かがやき 521 号 

東 京 

08:12 

金 沢 

10:47 

12/1-16.20-31 

1/2-6.10-14.17-20.24-27.31 

2/1-3.7-28 

かがやき 523 号 10:08 12:43 

12/1.8.15.22.23.25-31 

1/2-6.12.19.26 

2/9-11.16.17.23.24 

かがやき 525 号 10:48 13:23 

12/1.2.7-9.14-16.21-31 

1/1-6.11-14.18-20.25-27 

2/1-3.8-11.15-17.22-24 

○主な上り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

かがやき 530 号 

金 沢 

13:46 

東 京 

16:20 

12/1.2.6-9.13-16.21.23-31 

1/1-6.11-14.18-20.25-27 

2/1-3.7-11.14-17.21-26.28 

かがやき 532 号 17:07 19:44 

12/2-7.9-14.16.20-31 

1/1-6.10-14.17.18.20.24.25.27.31 

2/1.3.7-15.17-22.24-28 

かがやき 534 号 18:47 21:20 

12/2.7.9.14.16.21.23.24.28-31 

1/1-6.11.13.14.18.20.25.27 

2/1.3.8.10.11.15.17.22.24 

※上記の他にも多数の臨時列車を運転します。 

 

 

 

「とき」・「Ｍax とき」 

「かがやき」 
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○下り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はくたか 605 号 東 京 09:04 金 沢 12:02 
1/12.19.26 

2/2.9.16.23 

○上り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

はくたか 624 号 金 沢 14:20 東 京 17:20 
1/14.20.27 

2/3.11.17.24 

※「はくたか 605 号」運転日は「あさま 605 号」が、「はくたか 624 号」運転日は「あさま 624 号」が運休となります。 
※停車駅 

「はくたか 605 号」：東京・上野・大宮・高崎・軽井沢・佐久平・上田・長野・飯山・上越妙高・富山・新高岡・金沢 

「はくたか 624 号」：金沢・新高岡・富山・上越妙高・飯山・長野・上田・佐久平・軽井沢・高崎・大宮・上野・東京 

 

 

○主な下り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

あさま 671 号 

上 野 

08:26 

長 野 

10:09 

12/15.22.23.29-31 

1/5.12.13.19.26 

2/2.9.10.16.23 

あさま 663 号 09:20 10:58 

12/22.29-31 

1/12.19.26 

2/2.9.16.23 

あさま 665 号 

東 京 

09:56 11:55 

12/1.8.15.22.23.28-31 

1/2-5.12.13.19.26 

2/2.9.10.16.23 

あさま 637 号 12:32 14:09 

12/22-31 

1/1-3.6.12-14 

2/9-11 

○主な上り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

あさま 640 号 

長 野 

14:00 

東 京 

15:40 

12/24.28-31 

1/1-6.14 

2/3.11 

あさま 642 号 15:00 16:40 

12/1.2.8.9.15.16.22-24 

1/1-6.12-14.19.20.26.27 

2/2.9-11.16.17.23.24 

あさま 664 号 16:45 

上 野 

18:28 

12/24 

1/1-6.14.20.27 

2/3.11.17.24 

あさま 666 号 18:06 19:52 

12/2.7.9.23.24 

1/2-6.11.13.14.18.20.25.27 

2/3.10.11.17.24 

※上記の他にも多数の臨時列車を運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はくたか」 

「あさま」 
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２．新幹線で GALA に行こう！上越新幹線は、「GALA 湯沢スキー場」への 
お出かけに便利な直通列車を運転します。 

◆今シーズンの「GALA 湯沢スキー場」は 12 月 15 日(土)にオープン予定！ 

◆「GALA 湯沢スキー場」へは、東京駅から最短 75 分でダイレクトアクセス！ 

◆朝からたっぷりスキー・スノーボードが楽しめます。 

 
○主な下り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

たにがわ 371 号 

東 京 

06:24 

ガーラ湯沢

07:41 

12/15.16.22-24.30.31 

1/5.6.12-14.19.20.26.27 

2/2.3.9-11.16.17.23.24 

たにがわ 373 号 06:44 07:59 12/15-2/28 の毎日運転 

たにがわ 377 号 07:28 08:58 12/15-2/28 の毎日運転 

たにがわ 379 号 08:00 09:18 

12/15.16.22-24 

1/1-6.12-14.19.20.26.27 

2/2.3.9-11.16.17.23.24 

たにがわ 383 号 09:52 11:15 

12/15-27 

1/1-31 

2/1-28 

たにがわ 385 号 10:56 12:16 

12/15-27 

1/1-31 

2/1-28 

○主な上り臨時列車 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

たにがわ 374 号 

ガーラ湯沢 

13:38 

東 京 

15:00 

12/15-22.25-28 

1/5-12.15-31 

2/1-9.12-28 

たにがわ 376 号 14:23 15:44 

12/17-21.24-31 

1/2-4.7-11.14-18.21-25.28-31 

2/1.4-8.11-15.18-22.25-28 

たにがわ 078 号 15:35 16:56 

12/15-23.25-31 

1/7-13.15-31 

2/1-10.12-28 

たにがわ 086 号 17:01 18:20 

12/15-31 

1/1.5-31 

2/1-28 

たにがわ 066 号 17:50 19:24 

12/15－31 

1/1.7-31 

2/1-28 

たにがわ 096 号 18:48 上 野 20:02 

12/15.16.22.23 

1/5.12.13.19.20.26.27 

2/2.3.9.10.16.17.23.24 

たにがわ 098 号 19:47 東 京 21:08 

12/29.30 

1/5.12.13.19.26 

2/2.9.10.16.23 

※「たにがわ」は、「Ｍａｘたにがわ」で運転する日があります。 

※定期「たにがわ」・「Ｍａｘたにがわ」の直通運転も行います。 

※上記の他にも多数の臨時列車を運転します。 

「ＧＡＬＡ湯沢スキー場」の最新情報を掲載しています。 https://gala.co.jp 

「たにがわ」・「Ｍax たにがわ」 

E２系  
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     越乃Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ 

     宵乃Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ 

     浪漫Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ 

リゾート美食
ガストロ

旅
ノミ—

 

【在来線】 
１．各地のキャンペーン、イベントにあわせて臨時列車を運転します。 
 

 

 

 

◆「新潟県・庄内エリアプレデスティネーションキャンペーン」にあわせて、 

「リゾートしらかみ」編成の臨時列車を「新潟県・庄内エリア」で運転をします。 

この機会にぜひ「新潟県・庄内エリア」へ足をお運びください！ 

 

■編成 HB-E300 系 4 両 リゾートしらかみ 「青池」（全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 リゾート美食
ｶ ﾞ ｽ ﾄ ﾛ

旅
ﾉﾐｰ

 

新 潟  9:19 酒 田 12:46 

12/15.16 

酒 田 14:20 新 潟 17:30 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆「越乃 Shu＊Kura」編成の車内でお酒を楽しめる臨時列車を運転します。 

新潟の「酒」・「食」をお楽しみください。 

 

■編成 キハ 40・48 形 3 両  越乃 Shu＊Kura （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 

越乃 Shu*Kura 

上越妙高 10:02 十日町 12:32 

12/1.2 

十日町 14:50 上越妙高 18:38 

宵乃 Shu*Kura 

新 潟 18:10 長 岡 19:34 

12/7.14 

長 岡 20:16 新 潟 21:34 

浪漫 Shu*Kura 

新 潟  9:33 弥 彦 10:54 

12/8.9 

弥 彦 13:30 新 潟 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

リゾートしらかみ⻘池編成 

越乃Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ編成 



- 8 - 
 

ＤＬクリスマストレイン 

風っこ日本海ストーブ号 

さんりく宮古号 

 

 

 
◆ストーブの暖かみを感じながら、冬の日本海を楽しめる臨時列車を 

運転します。 

 

■編成 キハ 48 形 2 両  風っこ （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 
風っこ日本海 

ストーブ号 

新 潟  9:19 酒 田 12:46 

12/1.2 

酒 田 14:20 新 潟 17:30 

 

 

 

 
◆クリスマスシーズンの週末に、オコジョルームや展望室のある 

「ばんえつ物語」の１２系客車で臨時列車を運転します。お子様と 

一緒にぜひご乗車ください。 

 

■編成 DE10＋12 系 7 両ばんえつ物語 （全車指定席） 

 

 

 

◆宮古市内で開催されるイベント「第 47 回元祖宮古鮭まつり（12 月 23 日）」や 

「冬の産直・真鱈まつり(1 月 27 日)」にあわせて「リゾートあすなろ」編成の 

臨時列車を運転します。 

 

■編成 HB-E300 系 2 両 リゾートあすなろ （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 さんりく宮古号 

盛 岡  8:55 宮 古 11:16 

12/23 

1/27 
宮 古 14:07 盛 岡 16:33 

 

 

 

 

 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 DL クリスマストレイン

新 津 10:05 会津若松 13:35 

12/8.9 

会津若松 15:25 新 津 18:40 

リゾートあすなろ 

⾵っこ 

ばんえつ物語 
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リゾートみのり 

ＰＯＫÉＭＯＮ ｗｉｔｈ ＹＯＵ トレイン 

弘前城雪燈籠まつり号 

 

 

 

◆「弘前城雪燈籠まつり」にあわせて、「クルージングトレイン」編成の 

臨時列車を運転します。 

 

■編成 キハ 48 形 2 両 クルージングトレイン （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 弘前城雪燈籠まつり号

秋 田 10:04 弘 前 12:44 

2/9 

弘 前 20:18 秋 田 22:59 

 

２．「のってたのしい列車」を各地で運転します。 

 

 

 

◆足元も広々としたゆとりあるリクライニングシートで快適な列車の旅を演出。 

ワイドな車窓からは「鳴子峡」などの沿線の景色を満喫できます。 

 
■編成 キハ 48 形 2 両 みのり （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 リゾートみのり 

仙 台  9:13 新 庄 12:26 12/1.2.8.9.15.16.22-24 

1/12-14.19.20 

2/2.3.9-11.16.17.23.24 新 庄 15:01 仙 台 17:39 

 

 

 

 

◆列車の外でも中でもたくさんのピカチュウとお楽しみいただける列車です。 

 「POKÉMON with YOU トレイン」は、これからもこどもたちに笑顔を届けて 

まいります。 

 

■編成 キハ 100 系 2 両 POKÉMON with YOU トレイン （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 
ポケモントレイン 

気仙沼号 

一ノ関 11:01 気仙沼 12:51 12/1.2.8.9.15.16.22-31 

1/1-6.12-14.19.20.26.27 

2/2.3.9-11.16.17.23.24 気仙沼 14:37 一ノ関 16:35 

 
※POKÉMON with YOU トレインのホームページもご覧ください。  http://www.jreast.co.jp/pokemon-train/index.html 

Ⓒ2018 Pokémon. Ⓒ1995 – 2018 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK Inc. 
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

 

 

 

リゾートみのり 

POKÉMON with YOU トレイン 

クルージングトレイン 
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ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル） 
 
 
 

◆小田原と伊豆を結ぶリゾート列車。あえて‘ゆっくり行く’列車で 

豊かな｢景色｣、伊豆の食材を使用した｢食｣、ご友人やお仲間との｢会話｣を 

お楽しみください。 

 

■編成 651 系 4 両 IZU CRAILE （全車グリーン車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快速 

IZU CRAILE 1 号 

（伊豆クレイル） 
小田原 11:40 伊豆急下田 14:08 

12/1.2.8.9.15.16.22-24 

1/5.6.12-14.19.20.26.27 

2/2.3.9-11 

※2/9-11 IZU CRAILE２号は 

（）の時刻で運転 

IZU CRAILE 2 号 

（伊豆クレイル） 
伊豆急下田 

15:20 

(15:35) 
小田原 

17:12 

(18:04) 

 
 

 

３．年末年始や「天皇誕生日」・「成人の日」・「建国記念の日」の３連休を中心に、

首都圏と各地を結ぶ特急列車を増発します。 
 

方面 運転区間 列車名 

運転本数 

冬期間 

12/1～2/28 

年末年始期間

12/28～1/6 

東海道方面 
東京、新宿、 
我孫子、大宮 

～ 
伊豆急下田、 

修善寺 
踊り子、スーパービュー踊り子 

マリンエクスプレス踊り子 
445 本 88 本 

中央方面 新宿、横浜 ～ 甲府、松本 
スーパーあずさ、あずさ 

かいじ、はまかいじ 
084 本 60 本 

常磐方面 品川、上野 ～ 勝田、高萩 ときわ 019 本 05 本 

房総方面 東京、新宿、両国 ～ 安房鴨川、館山 
わかしお、新宿わかしお 
さざなみ、新宿さざなみ 

200 本 45 本 

日光・ 
鬼怒川方面 

新宿 ～ 
東武日光、 
鬼怒川温泉 

スペーシアきぬがわ、日光 046 本 30 本 

 

※その他、冬の行楽、各種イベントにあわせて便利な臨時列車を運転します。詳細については別紙をご覧ください。 
 

 

◇「12/30(日)～1/3(木)」の年末年始期間は、休日と同じダイヤで運転します。 

◇本プレスリリースに掲載されていない臨時列車もございます。詳しくは時刻表・支社ホームページもあわせてご覧下さい。 

◇10/19 現在の情報を記載しております。時刻、車両など変更する場合がございます。 

 
 

 

 

IZU CRAILE 



年末年始期間、行楽地、イベントにあわせた臨時列車

☆年末年始の帰省や初詣に便利な臨時列車

○帰省に便利な臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

水上91号 上野 13:00 水上 15:20 12/30.31

水上90号 水上 11:15 上野 13:42 1/2.3

ときわ42号 高萩 14:54 上野
16:57
(16:59)

1/2.3.4
1/4は()の時刻で運転

ときわ98号 勝田 16:26 上野 17:54 1/3

さざなみ81号 東京 10:12 館山 12:15 12/31

さざなみ95号 東京 14:38 館山 16:42 12/30.31

さざなみ94号 館山 10:32 東京 12:37 1/3

さざなみ82号 館山 13:21 東京 15:15 1/1-3

特急 わかしお82号 安房鴨川 14:32 東京 16:44 1/2.3
E257系5両

（一部指定席）

しおさい81号 東京 11:36 銚子 13:31
12/29-31
1/2

しおさい82号 銚子 15:15 東京 17:29 1/2.3

○初日の出へのお出かけに便利な臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

快速 伊豆初日の出号 品川 　4:15 伊豆急下田 　7:42 1/1
185系6両

（全車指定席）

快速 伊東初日の出号 新宿 　5:00 伊東 　7:59 1/1
485系6両

宴
（全車ｸﾞﾘｰﾝ指定席）

外房初日の出1号 新宿 　3:00 千倉 　5:25

外房初日の出2号 千倉 　9:40 新宿 12:38

犬吠初日の出1号 高尾 　1:33 銚子 　4:21

犬吠初日の出3号 大宮 　1:45 銚子 　4:39

犬吠初日の出5号 新宿 　2:42 銚子 　5:07

快速 銚子初日の出 成田 　4:10 銚子 　5:27 1/1
209系8両

（全車自由席）

特急
651系7両

（一部指定席）

特急
E657系10両

（全車指定席）

特急
E257系5両

（一部指定席）

特急
E257系5両

（一部指定席）

特急 1/1
255系9両

（全車指定席）

特急 1/1
E257系5両

（全車指定席）

別紙
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○初詣に便利な臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

伊東 　7:59 成田 11:54

成田 15:50 伊東 19:34

横須賀 9:16 成田 11:54

成田 15:50 横須賀 18:25

青梅 　9:49 成田 12:24

成田 16:48 青梅 19:19

小淵沢 　6:25 成田 11:23

成田 15:05 小淵沢 19:12

府中本町 　9:45 成田 11:37

成田 15:28 府中本町 17:41

宇都宮 　7:58 成田 11:09

成田 15:00 宇都宮 18:09

高崎 　7:14 高尾 　9:25

高尾 16:21 高崎 18:36

前橋 　8:13 成田 11:37

成田 15:28 前橋 18:59

富岡 　8:02 成田 12:08

成田 15:58 富岡 20:24

☆冬の行楽に便利な臨時列車

○首都圏の行楽地へ向けて臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

南越谷 　8:08 鎌倉 　9:56

鎌倉 17:22 南越谷 19:08

立川 　9:15 奥多摩 10:42

奥多摩 13:17 立川 14:26

大宮 15:15 足利 16:54

足利 19:25 大宮 21:10

快速 成田山初詣伊東号 1/5.9
185系6両

（全車指定席）

快速 成田山初詣横須賀号 1/6
185系6両

（全車指定席）

快速 成田山初詣むさしの号 1/14
E257系5両

（全車指定席）

快速 早春成田初詣号 1/5.6.12-14
185系6両

（全車指定席）

快速 成田山初詣青梅号 1/12
Ｅ257系9両

（全車指定席）

快速 成田山初詣やまなし号 1/13
Ｅ257系9両

（全車指定席）

快速 成田山初詣常磐号 1/13.19
651系7両

（全車指定席）

快速 ホリデー快速鎌倉
12/1.2
1/5.6.12-14

Ｅ257系5両
（全車指定席）

快速 新春初詣やまどり 1/2.3
485系6両

ﾘｿﾞｰﾄやまどり
（全車指定席）

快速 成田山初詣ぐんま号 1/4-6.11-13
E257系5両

（全車指定席）

快速 快速　青梅　奥多摩号

12/1.2.8.9.22-24
1/5.6.13.14
2/9-11.23.24
※12/2は東青梅駅臨時停車
　　快速青梅奥多摩号は、
　　（奥多摩渓谷駅伝大会応援号）で運転

E233系6両
（全車自由席）

快速 足利イルミネーション
12/1.2.8.9.15.16.22-24
1/5.6

485系6両
リゾートやまどり
（全車指定席）
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○「小江戸佐原」方面へ臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新宿 　8:05 佐原 　9:56

佐原 15:48 新宿 17:38

○河津桜まつりに便利な「踊り子」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

踊り子153号 東京 10:15 伊豆急下田 13:00

踊り子158号 伊豆急下田 15:20 東京 18:19

○大宮・我孫子から伊豆方面へ「スーパービュー踊り子」、「踊り子」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

スーパービュー踊り子1号 大宮 　7:54 伊豆急下田 11:12

スーパービュー踊り子10号 伊豆急下田 16:07 大宮 19:30

12/29.30
1/2
2/16.23

185系7両
（全車指定席）

1/19.26
2/2.9.10

185系10両
（全車指定席）

12/30
1/2.3
2/17.24

185系7両
（全車指定席）

1/20.27
2/3.10.11

185系10両
（全車指定席）

○吾妻線沿線の温泉地へ「草津」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

草津71号 大船 10:20 長野原草津口 13:43
1/26
2/2

草津72号 長野原草津口 14:06 大船 17:32
1/27
2/3

草津83号 上野 11:12 長野原草津口 13:43
12/1.8.15.22.23.29-31
1/1-3.5.12.13.19
2/9.10.16.17.23.24

草津84号 長野原草津口 14:06 上野 16:36
12/2.9.16.23.24.29-31
1/1-3.5.6.13.14.20
2/10.11.16.17.23.24

草津93号 上野 　9:07 長野原草津口 11:22
12/27.28
1/4
2/15.18-22.25-28

草津94号 長野原草津口 12:04 上野 14:42
12/28
1/4
2/18-22.25-28

○東京ディズニーリゾートⓇのお出かけに便利な臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

日立 　6:47 東京 　9:48

東京 20:30 日立 23:19

特急 北総江戸紀行
2/3.9.10.16.23
※2/9.16は下総神崎に停車

E257系5両
（全車指定席）

特急 2/9-11.16.17.23.24
185系10両

（全車指定席）

伊豆急下田 14:33 我孫子 18:10

特急
651系7両

（一部指定席）

特急 2/9-11.16.17.23.24
251系10両

（全車指定席）

特急

踊り子131号 我孫子 10:45 伊豆急下田 14:21

踊り子132号

特急
651系7両

（一部指定席）

特急
651系7両

（一部指定席）

快速
舞浜・東京

ベイエリア号
12/8.15

651系7両
（全車指定席）
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■「富士山」・「河口湖」への臨時列車

○「成田エクスプレス」を「河口湖」まで運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

成田エクスプレス8号 成田空港 　9:15 河口湖 12:43

成田エクスプレス41号 河口湖 14:20 成田空港 17:29

○新宿から直通の臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

ホリデー快速
富士山1号

新宿 　8:14 河口湖 10:26

ホリデー快速
富士山2号

河口湖 16:00 新宿 18:04

山梨富士3号 新宿 　8:45 河口湖 10:58

山梨富士4号 河口湖 17:29 新宿 19:51

新宿 10:39 河口湖 12:46

河口湖 16:26 新宿 18:27

■「日光」・「鬼怒川温泉」への臨時列車

○世界文化遺産「日光の社寺」、「鬼怒川温泉」へ東武鉄道直通の臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

スペーシアきぬがわ11号 新宿
10:07

（10:06）
鬼怒川温泉 12:27

12/29-31
1/1-5.12.13.26
2/2.9.10.16.23
1/4は（）の時刻で運転

スペーシアきぬがわ14号 鬼怒川温泉 14:17 新宿
16:49

（16:54）

12/30.31
1/1-5.6.13.14.27
2/3.10.11.17.24
1/4は（）の時刻で運転

日  光17号 新宿 　8:00 東武日光 10:02

日  光18号 東武日光 17:00 新宿 19:14

■「平泉」への臨時列車

○各地から「平泉」へ直通の臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

ジパング平泉2号 盛岡 　9:58 一ノ関 11:15

ジパング平泉1号 一ノ関 15:25 盛岡 16:52

特急
12/1.2.8.9.15.16.22-24.29-31
1/1-3.5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

E259系6両
（全車指定席）

快速
12/1.2.8.9.15.16.22-24.29-31
1/1-3.5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

E257系5両
（一部指定席）

特急
東武100系6両
（全車指定席）

特急
12/29-31
1/1-3.5

253系6両
（全車指定席）

快速
12/29-31
1/1-3

485系4両
ジパング

（一部指定席）

快速 12/22-24
E257系5両

（全車指定席）

快速 富士山
12/7.14.21.28
1/11.18.25
2/1.8.15.22

E257系5両
（全車指定席）
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■「白神山地」への臨時列車

○世界遺産の「白神山地」と五能線からの絶景を「リゾートしらかみ」でお楽しみください。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

リゾートしらかみ1号 秋田 　8:20 青森 13:29

リゾートしらかみ4号 青森 13:51 秋田 18:56

リゾートしらかみ2号 青森 　8:10 秋田 13:27
12/1-11.15.16.22-24.29-31
1/1-6.12-14.18-29
2/2.3.9-11.16.17.23.24

リゾートしらかみ5号 秋田 13:53 青森 19:40
12/1-10.14.15.21-23.28-31
1/1-5.11-13.17-28
2/1.2.8-10.15.16.22.23

リゾートしらかみ3号 秋田 10:51 弘前 15:49

リゾートしらかみ6号 弘前 16:06 秋田 20:45

快速

12/1-11.14-16.21-24.28-31
1/1-6.11-14.17-29
2/1-3.8-11.15-17.22-24 HB-E300系4両

ﾘｿﾞｰﾄしらかみ
「青池」
または

HB-E300系4両
ﾘｿﾞｰﾄしらかみ

「橅」
または

キハ48形4両
ﾘｿﾞｰﾄしらかみ

「くまげら」
（全車指定席）

12/1-11
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☆「のってたのしい列車」をはじめとしたリゾート列車

○「とれいゆ つばさ」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

とれいゆ つばさ1号 福島 10:02 新庄 12:16

とれいゆ つばさ2号 新庄 15:00 福島 17:41

○「リゾートビューふるさと」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

長野 　9:04 南小谷 13:00

南小谷 15:16 長野 18:28

○「きらきらうえつ」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新潟 10:11 酒田 12:51

酒田 16:10 新潟 18:31

○「おいこっと」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

長野 　9:15 十日町 11:48

十日町 15:30 長野 18:07

○「HIGH　RAIL　1375」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

HIGH　RAIL　2号 小諸 11:43 小淵沢 14:07

HIGH　RAIL　星空 小淵沢 17:09 小諸 20:14

○「リゾートあすなろ」を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

リゾートあすなろ
下北1号

八戸 10:51 大湊 12:40

リゾートあすなろ
下北2号

大湊 13:00 八戸 14:40

リゾートあすなろ
下北3号

八戸 13:23 大湊 15:05

リゾートあすなろ
下北4号

大湊 15:59 八戸 17:53

特急 12/2.8.9.15.16.22-24
E3系6両
とれいゆ

（全車指定席）

快速
リゾートビュー

ふるさと

12/1.2.8.9.15.16.22-24
1/5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

HB-E300系2両
ﾘｿﾞｰﾄﾋﾞｭｰ
ふるさと

（全車指定席）

快速 きらきらうえつ
12/1.2.7-9.14-16.21-24.28-31
1/1-6.11-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

485系4両
きらきらうえつ
（全車指定席）

快速

1/19.20

HB-E300系2両
ﾘｿﾞｰﾄあすなろ
（全車指定席）

12/22-24.28-31
1/2-6.12-14.19.20.26.27

快速 雪のおいこっと 1/26
キハ110系2両

おいこっと
（全車指定席）

快速
12/1.2.8.9.15.16.22-24
1/5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

キハ100・110系
2両

（全車指定席）
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☆各地でSL列車の運転

○上越線

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

高崎 　9:56 水上 12:03

水上 15:20 高崎 17:13

※けん引機は高崎支社のホームページをご覧ください。

○信越本線

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

ＳＬぐんま
よこかわ

高崎 　9:47 横川 10:49

ＥＬぐんま
よこかわ

横川 14:15 高崎 15:18

ＳＬぐんま
よこかわ

高崎 　9:47 横川 10:49

ＥＬぐんま
よこかわ

横川 14:15 高崎 15:18

ＥＬぐんま
よこかわ

高崎 　9:47 横川 10:49

ＳＬぐんま
よこかわ

横川 14:15 高崎 15:18

ＤＬＹＯＧＩＳＨＡ
よこかわ

高崎 16:08 横川 17:10

ＳＬＹＯＧＩＳＨＡ
よこかわ

横川 17:35 高崎 18:38

※けん引機は高崎支社のホームページをご覧ください。

■スポーツイベントにあわせた臨時列車

○マラソン開催にあわせて臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

快速
らくらく

青梅マラソン号
川崎 　7:54 河辺 　9:25 2/17

E257系5両
（全車指定席）

快速 湘南国際マラソン１号 東京 　5:33 二宮 　6:39

快速 湘南国際マラソン３号 新宿 　5:48 二宮 　7:05

千葉 　7:07 河辺 　8:43

河辺 16:30 千葉 18:09

特急 いすみマラソン 長者町 14:09 両国 15:23 12/2
E257系5両

（全車指定席）

特急 ときわ41号 品川 　6:24 勝田 　8:11

特急 ときわ43号 上野 7:07 勝田 　8:42

特急 ときわ48号 勝田 15:32 上野 16:57

特急 ときわ98号 勝田 16:26 上野 17:54

快速
ＳＬぐんま
みなかみ

12/1
SL＋旧型客車5両

（全車指定席）

12/2
185系10両

（全車指定席）

快速 青梅マラソン号 2/17
Ｅ257系9両

（全車指定席）

快速

12/15.24
1/3

SL＋旧型客車6両＋EL
（全車指定席）

2/2.9.23
SL＋旧型客車4両＋EL

（全車指定席）

1/12
EL＋旧型客車5両＋SL

（全車指定席）

12/22
DL＋旧型客車6両＋SL

（全車指定席）

1/27
E657系10両

（全車指定席）
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種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

さざなみ91号 両国 　5:53 館山 　8:02

さざなみ96号 館山 16:53 東京 18:57

さざなみ93号 両国 　6:25 館山 　8:27

さざなみ92号 館山 15:35 東京 17:30

■その他、行楽地やイベントにあわせた臨時列車

○年末年始や３連休、休前日、土休日にあわせた臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新宿さざなみ1号 新宿 　7:50 館山 10:07

新宿さざなみ4号 館山 16:00 新宿 18:07

新宿さざなみ3号 新宿 　9:08 館山 11:19

新宿さざなみ2号 館山 15:05 新宿 17:13

新宿 　7:18 安房鴨川 　9:38

安房鴨川 16:15 新宿 18:29

マリンエクスプレス
踊り子77号

東京 11:30 伊豆急下田 14:21 2/12-15.18-22.25-28

マリンエクスプレス
踊り子79号

東京 12:30 伊豆急下田 15:35
12/29-31
1/1.2
2/9-11.16.17.23.24

マリンエクスプレス
踊り子76号

伊豆急下田 16:31 東京 19:20
12/29
1/1-3
2/9-28

特急 ときわ96号 勝田 17:30 上野
19:00
(19:02)

12/7.14.21.28
1/11.18.25
2/1.8.15.22
2/15は()の時刻で運転

E657系10両
（全車指定席）

いなほ81号 新潟 　9:32 酒田 11:43 12/29-31

いなほ83号 新潟 13:37 酒田 15:55
12/28-31
1/1
2/9

いなほ85号 新潟 14:10 酒田 16:38 12/29-31

いなほ82号 酒田 10:47 新潟 12:57 1/3-5

いなほ84号 酒田 12:26 新潟 14:36
1/2-6
2/11

いなほ86号 酒田 13:26 新潟 15:47 1/2-6

特急 1/27

E257系10両
（全車指定席）

E257系5両
（全車指定席）

特急

12/1.2.8.9.15.16.22-24.29.30
1/2.3.5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

E257系5両
（一部指定席）

1/27のみ
255系9両

（一部指定席）

12/1.2.8.9.15.16.22-24.29.30
1/2.3.5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

E257系5両
（一部指定席）

特急
E653系7両

（一部指定席）

特急 新宿わかしお
12/1.2.8.9.15.16.22-24.29.30
1/2.3.5.6.12-14.19.20.26.27
2/2.3.9-11.16.17.23.24

255系9両
（一部指定席）

1/27のみ
E257系5両

（一部指定席）

特急
E259系6両

（全車指定席）
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○各地のイベントにあわせた臨時列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

海浜幕張 　8:00 氏家 10:38

氏家 14:30 海浜幕張 17:12

大宮 　8:49 勝浦 11:13

勝浦 15:46 大宮 18:06

仙台 　9:13 鳴子温泉 11:01

鳴子温泉 13:42 仙台 15:27

仙台 　9:58 女川 12:00

女川 14:16 仙台 16:41

郡山 　9:51 会津若松 11:37

会津若松 15:27 郡山 17:09

リゾートうみねこ下北1号 八戸 10:51 大湊 12:40

リゾートうみねこ下北2号 大湊 13:00 八戸 14:40

盛岡 　8:55 宮古 11:16

宮古 14:07 盛岡 16:33

盛岡 　9:50 遠野 12:00

遠野 16:02 盛岡 17:54

快速 ジパング忘年ライナー 盛岡 21:41 一ノ関 23:00 12/7.14.21.27.28
485系4両
ジパング

（一部指定席）

横手 　8:28 男鹿 10:43

男鹿 14:59 横手 17:28

秋田 　7:50 五所川原 11:45

五所川原 16:00 秋田 19:29

秋田 　9:38 湯沢 11:07

湯沢 15:54 秋田 17:36

快速 大館アメッコ市号 秋田 　8:49 大館 10:39 2/9.10

キハ48形4両
ﾘｿﾞｰﾄしらかみ

「くまげら」
（一部指定席）

大館 11:00 湯沢 14:55

湯沢 20:38 秋田 22:14

快速 氏家雛めぐり号 2/2
Ｅ257系5両

（一部指定席）

快速
風っこストーブ

女川号
2/9-11

キハ48形2両
風っこ

（全車指定席）
＋みのり

快速 あいづ
12/29-31
1/2-6

キハ48形3両
みのり

（全車指定席）

特急 かつうらひな祭り 2/23.24
E257系5両

（全車指定席）

快速
風っこストーブ

湯けむり号
1/26.27

キハ48形2両
風っこ

（全車指定席）
＋みのり

快速 遠野ふゆ物語 2/23
HB-E300系2両
ﾘｿﾞｰﾄあすなろ
（全車指定席）

快速
12/22-24.28-31
1/2-6.12-14.26.27

キハ48形3両
ﾘｿﾞｰﾄうみねこ
（一部指定席）

快速 ふるさと宮古
12/28-31
1/2-6.12-14

HB-E300系2両
ﾘｿﾞｰﾄあすなろ
（全車指定席）

快速 蔵KURAトレイン 1/12
キハ48形2両

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ
（全車指定席）

快速 犬っこまつり号 2/9.10

キハ48形4両
ﾘｿﾞｰﾄしらかみ

「くまげら」
（一部指定席）

快速 男鹿温泉忘年号 12/15
キハ48形2両

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ
（全車指定席）

快速  冬のごほうびストーブ号 12/22
キハ48形2両

風っこ
（全車指定席）
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種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

横手 13:24 男鹿 15:29

男鹿 22:02 横手 　0:12

秋田 14:13 横手 15:39

横手 21:04 秋田 22:14

きらきら行く年 新潟 21:56 弥彦 23:22 12/31

きらきら来る年 弥彦 　1:32 新潟 　2:32 1/1

新潟 　7:42
（北越急行）

十日町
　9:55

（北越急行）
十日町

20:50 新潟 22:58

大宮 11:08
（北越急行）

十日町
14:28

（北越急行）
十日町

19:57 大宮 23:08

長野 　9:15 十日町 11:24

十日町 15:30 長野 18:07

長野 　9:15 飯山 　9:55

飯山 15:14 長野 15:56

快速
485系4両

きらきらうえつ
（全車自由席）

快速 なまはげ柴灯まつり号 2/9.10
HB-E300系2両
ﾘｿﾞｰﾄあすなろ
（全車指定席）

快速 かまくらまつり号 2/15.16
キハ48形2両

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ
（一部指定席）

快速 十日町雪まつり号 2/16
E653系7両

（一部指定席）

特急
ほくほく十日町

雪祭り
2/16

E653系7両
（全車指定席）

快速 十日町雪見おいこっと 2/16.17
キハ110系2両

おいこっと
（全車指定席）

快速 いいやま雪まつり号 2/9.10
キハ110系2両

おいこっと
（全車指定席）
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