
 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 8 月 1 9 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

(2022 年 9 月 21 日更新) 

 

秋の臨時列車の運転について 
 

2022 年 10 月 1 日（土） ～ 11 月 30 日（水）の期間に、各地で「のってたのしい列車」や秋の 

紅葉散策、週末のお出かけに便利な列車を運転いたします。 

2022 年 10 月 14 日（金） ～ 10 月 27 日（木）の期間は、「鉄道開業 150 年」を記念し 

発売する特別企画乗車券「鉄道開業 150 年記念 JR 東日本パス」をご利用いただけます。 

豪雨の影響で運転を中止しておりました只見線が 2022 年 10 月 1 日（土）より運転を 

再開いたします。只見線の魅力を存分に味わっていただきたく、臨時列車を運転いたします。 

 

 

１． 秋の臨時列車の運転期間 

   2022 年 10 月 1 日（土） ～ 2022 年 11 月 30 日（水） ≪61 日間≫ 

 

２． 臨時列車について 

 運転本数 

新幹線  233 本      

在来線 

特急 232 本      

快速 

（のってたのしい列車含む） 
426 本      

計 891 本      

 

※運転本数は、別紙の臨時列車の本数を記載しています。 

※新幹線、在来線ともに今後のご利用状況に応じて追加で臨時列車を運転いたします。 

※イベントの中止等により臨時列車を運休する場合があります。 

 

３． 「鉄道開業 150 年記念 JR 東日本パス」の発売について 

    鉄道開業 150 年を記念した JR 東日本オリジナル特別企画乗車券を発売 

します。フリーエリア内の JR 東日本全線、その他鉄道路線（7 社）の列車が 

3 日間乗り降り自由となっています。レンタカーなどのご利用特典もございます 

ので、この機会にぜひご利用ください。 

      https://www.jreast.co.jp/150th/campaign/00014/ 

 

 

 

https://www.jreast.co.jp/150th/campaign/00014/


 

只見線の全線運転再開を記念し臨時列車を運転します。 

◆只見線は、2011 年 7 月に発生した新潟・福島豪雨により甚大な被害を受け、運転を中止しておりました。 

この度、復旧工事が完了したため、2022 年 10 月 1 日（土）より全線で運転を再開いたします。 

只見線をご利用の皆さまや沿線地域の皆さまに、日ごろの感謝の気持ちをお伝えするとともに、 

運転再開の記念に只見線の魅力を存分に味わっていただきたく、臨時列車を運転いたします。 

 

 

 

◆鉄道開業当時の客車をイメージした 

レトロな車両とともに、 

只見線に思いを馳せませんか。 
 

■編成:キハ 110 系 3 両（レトロラッピング車両 2 両指定席・110 系 1 両自由席） 
 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快 速 只見線満喫号 
会津若松 10：15 只 見 12：36 

10/8-10.15.16.22.23 
只 見 13：40 会津若松 15：54 

 
 
 

 

 

◆新潟が誇る「日本酒」と、地元の味覚、 

只見線の景色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 只見 Shu*Kura 
新 潟 7：07 只 見 10：35 

10/22.23 
只 見 13：20 新 潟 16：09 

 
 
 

 

 

◆風っこに乗って、只見線の空気を 

大いに感じながら、 

素敵な景色を間近でお楽しみください。 
 

■編成:キハ 48 形 2 両 風っこ （全車指定席）               ※窓枠を取り付けて運転いたします。 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快 速 風っこ只見線紅葉号 
会津若松 10：15 只 見 12：40 

10/29.30 
只 見 13：40 会津若松 15：58 

 
 

 

只見線満喫号【新規設定】 

只見 Shu*Kura 

風っこ只見線紅葉号 

風っこ只見線紅葉号 

只見 Shu＊Kura 

只見線満喫号(レトロラッピング車両) 



  

秋のお出かけにぴったりの臨時列車をご紹介します。 

◆秋の風景や街並みを楽しめる列車や、鉄道開業 150 年を記念した列車、観光や旅行に便利な列車を運行 

いたします。皆さまの心に残り素晴らしい思い出となるよう尽力いたします。ぜひこの機会にご利用ください。 

 
 

 

 

◆宮沢賢治「銀河鉄道の夜」がテーマの SL 銀河は 

2023 年春をもって運行を終了します。 

大正ロマンあふれる車内空間と、釜石線沿線の 

秋の風景を存分にお楽しみください。   
 

■編成: SL+キハ 141 系 4 両 SL 銀河 （全車指定席）http://www.jreast.co.jp/railway/joyful/galaxysl.html 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快 速 SL 銀河 
花 巻 10：36 釜 石 15：10 

10/1.8.15.22.29 
11/5.12.19.26 

釜 石 9：57 花 巻 15：19 
10/2.9.16.23.30 
11/6.13.20.27     

 

◆鉄道開業 150 年を記念して、 

鉄道の日に SL を運行します。 
  
■編成: SL+旧型客車 6 両 （全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

快 速 夜汽車鉄道百五十年号 
高 崎 15：34 水 上 17：56 

10/14 
水 上 20：22 高 崎 22：25 

 
 
 
 
 

 
 

◆日本百名山の一つである谷川岳の絶景、 

風情溢れる土合駅を見に行きませんか。 

 
 

■編成: E257 系 5 両（全車指定席） 
 

種別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

特 急 
谷川岳も ぐ ら 大 宮 10：37 越後湯沢 13：38 10/30 

11/3.6.13 谷川岳ループ 越後湯沢 15：19 大 宮 18：24 
 

 

 

SL 銀河 

SL 銀河 

夜汽車鉄道百五十年号【新規設定】 

谷川岳もぐら・ループ 

谷川岳もぐら・ループ 

 夜汽車鉄道百五十年号 

http://www.jreast.co.jp/railway/joyful/galaxysl.html


 

 

◆上越新幹線の開業前に運行していた 

特急「とき」を、国鉄色塗装の車両で 

特別に運転します。 

■編成:E653 系 7 両（全車指定席）  

種別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

特 急 とき 
上 野 8：30 新 潟 13：47 11/3 

新 潟 12：46 上 野 17：35 11/6 
 
 
 

 

 

 
   

◆たくさんのピカチュウに囲まれる楽しい時間を 

お子さまと一緒にいかがですか。 

■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 12：52 10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30 

11/12.13.19.20.23.26.27 気仙沼 14：37 一ノ関 16：32 

ポケモントレイン 

大湊号 

八 戸 10：50 大 湊 12：40 
11/3.5.6 

大 湊 15：59 八 戸 17：53 
 

※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 
Ⓒ2022 Pokémon. Ⓒ1995 – 2022 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。 
 

 

 

 

 

◆気軽に鎌倉へ観光に行くことができる、 

便利な臨時列車です。紅葉や街並みを、 

  ゆっくりと散歩をしながら楽しみませんか。 

■編成:E257 系 5 両（全車指定席） 

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 

特急 鎌倉 
吉川美南 7：48 鎌 倉 9：38 10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30 

11/3.5.6.12.13.19.20.23.26.27 鎌 倉 17：21 吉川美南 19：09 

 
※特急「鎌倉」の普通車指定席料金が 35％割引となる、えきねっと会員限定、列車・区間・席数限定商品の「えきねっとトクだ値

（チケットレス特急券）」を期間限定で設定いたします。この機会に是非ご利用下さい。詳細は 8 月 24 日（水）14 時以降、 えき

ねっとホームページでご確認下さい。 https://www.eki-net.com 

 

 

ＰＯＫÉＭＯＮ w i t h Y O U トレイン 

【大湊号のみ新規設定】 

POKÉMON with YOU トレイン 

鎌倉 

鎌倉 

とき【新規設定】 

とき 

http://www.jreast.co.jp/pokemon-train/index.html
https://www.eki-net.com/


越乃 Shu*Kura 

【越佐 Shu*Kura のみ新規設定】 

海浜公園コキア号【新規設定】 

 

 

 

 

◆「越乃 Shu＊Kura」は、地酒王国の新潟が誇る 

「酒」がコンセプトの列車です。 

新潟ならではの「酒･食･景色」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）http://www.jreast.co.jp/railway/joyful/shukura.html 

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 10/1.2.14.16 

11/3-6.23.25.27 十日町 14：49 上越妙高 18：38 

ゆざわ Shu*Kura 
上越妙高 10：02 越後湯沢 13：11 10/7-10 

11/18-20 越後湯沢 14：45 上越妙高 18：38 

柳都 Shu*Kura 
上越妙高 10：02 新 潟 13：05 10/21.28-30 

11/11.12 新 潟 14：52 上越妙高 18：38 

越佐 Shu*Kura 
新 潟 10：39 上越妙高 13：19 

11/26 
上越妙高 14：55 新 潟 18：04 

 

 

 

 

◆「海浜公園コキア号」は、10 月に緑から赤へ 

色合いを変えるひたち海浜公園のコキアを 

存分に楽しめる便利な臨時列車として、 

  4 方面から運転します。 

■編成:E653 系 7 両（全車指定席） 

種別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

特急 

海浜公園コキア 

八王子号 

八王子 7：40 勝 田 10：07 
10/8 

勝 田 16：24 八王子 18：39 

海浜公園コキア 

大宮号 

大 宮 8：16 勝 田 10：07 
10/9.10 

勝 田 16：24 大 宮 18：14 

海浜公園コキア 

 大船号 

大 船 8：15 勝 田 10：26 
10/15.16 

勝 田 16：24 大 船 18：33 

海浜公園コキア 

蘇我号 

蘇 我 8：15 勝 田 10：14 
10/22.23 

勝 田 16：24 蘇 我 18：26 

 

※その他、「のってたのしい列車」やイベント・キャンペーンに合わせた列車、行楽に便利な臨時列車を 

運転します。詳細については別紙をご覧ください。 

越乃 Shu＊Kura 

海浜公園コキア号(E653 系) 

http://www.jreast.co.jp/railway/joyful/shukura.html


＜新幹線＞

○東北新幹線
　 　 　 　 　 　 　

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新青森 11:51 　

秋田 12:30 　

東京 15:44 仙台 17:17 10/16.23 　

東京 8:56 仙台 10:56 10/1.8.9.15.22.29 つばさ129号と併結

東京 11:00 仙台 12:56 10/1.8.9.15.22.29 つばさ135号と併結

東京 12:00 仙台 14:02 10/1.8.9.14.15.17-22.24-27.29 つばさ137号と併結

東京 14:00 仙台 15:57 10/14.15.21.22 つばさ141号と併結

東京 18:00 仙台 19:59 10/2-7.9-14.16-21.23-28.30.31 つばさ153号と併結

盛岡 7:37 東京 9:47 10/1.7-9.14-29 こまち6号と併結

新青森 13:16 東京 16:32 10/1-9.11-15.17-22.24-31

仙台 15:57 東京 17:32 10/2.8.14.16.21.23.28.30 　

秋田 16:34 東京 20:32 10/2.7.9.10.14-28.30 　

仙台 8:48 東京 10:48 10/1.8.9.15.22.29 つばさ128号と併結

仙台 9:44 東京 11:48 10/1.8.9.14.15.17-22.24-27.29 つばさ132号と併結

仙台 11:45 東京 13:48 10/14.15.21.22 つばさ138号と併結

仙台 15:45 東京 17:48 10/2-7.9-14.16-21.23-28.30.31 つばさ146号と併結

仙台 16:34 東京 18:36 10/2.7.9.10.14-16.21-23.28.30 つばさ148号と併結

○上越新幹線
　 　 　 　 　 　 　

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

東京 15:16 新潟 17:03 10/7.8.10.14-16.21-23.28

東京 20:04 新潟 21:55 10/7.10.14.16.21.23.28

東京 18:16 越後湯沢 19:45 10/3-7.11-14.17-21.24-28.31

新潟 14:14 東京 16:00 10/1.2.7-10.14-30

新潟 16:10 東京 18:00 10/2.7.10.14-28.30 　

○北陸新幹線
　 　 　 　 　 　 　

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

東京 16:24 金沢 18:53 10/1-31

東京 19:24 金沢 21:53 10/2.6.7.9.10.13.14.16.20.21.23.27.28.30

金沢 7:49 東京 10:20 10/1.7.8.14.15.21.22.28.29

金沢 9:47 東京 12:20 10/1-31

3連休・JR東日本パス期間のお出かけに便利な列車を運転します。

こまち40号

やまびこ128号

やまびこ132号

やまびこ138号

やまびこ146号

やまびこ148号

列車名

東京 8:40 10/1-31
はやぶさ9号

こまち9号

はやぶさ33号

やまびこ129号

やまびこ135号

やまびこ137号

やまびこ141号

やまびこ153号

はやぶさ26号

はやぶさ30号

はやぶさ6号

かがやき504号

かがやき508号

かがやき511号

かがやき517号

列車名

とき327号

とき345号

たにがわ409号

とき324号

とき332号

別紙
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＜在来線＞

各地のキャンペーン、イベントにあわせた臨時列車を運転します。

○「サフィール踊り子」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

サフィール踊り子3号 東京 12:30
10/13.14.24.27.28.31
11/1.2.4.7.10.11.14.17.18.21.22.24.25.28

サフィール踊り子5号 新宿 12:25
10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30
11/3.5.6.12.13.19.20.23.26.27

サフィール踊り子4号 伊豆急下田 16:38 東京 19:19
10/1.2.8-10.13-16.22-24.27-31
11/1-7.10-14.17-28

○旅情を感じられ、思い出として皆さまの心に残る人気のSLを運転します。

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 15:15 高崎 17:14

高崎 9:56 水上 12:03

水上 15:15 高崎 17:14

高崎 15:34 水上 17:56

水上 20:22 高崎 22:25

高崎 9:56 水上 12:03

水上 15:15 高崎 17:14

SL鉄道開業150年号 高崎 9:47 横川 10:49

DL鉄道開業150年号 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

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

DL群馬県民の日 高崎 9:47 横川 10:49

EL群馬県民の日 横川 14:15 高崎 15:18

EL横川ナイトパーク 高崎 15:56 横川 16:58

DL横川ナイトパーク 横川 19:40 高崎 20:43

花巻 10:36 釜石 15:10
10/1.8.15.22.29
11/5.12.19.26

釜石 9:57 花巻 15:19
10/2.9.16.23.30
11/6.13.20.27

○国鉄色塗装のE653系で特急「とき」をリバイバル運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

上野 8:30 新潟 13:47 11/3

新潟 12:46 上野 17:35 11/6

○世界文化遺産「日光の社寺」と、雄大な渓谷美が楽しめる鬼怒川温泉へ、東武線に直通する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

八王子 9:30 鬼怒川温泉 12:25 10/1

鬼怒川温泉 14:00 八王子 16:39 10/2

八王子 7:47 東武日光 10:12

東武日光 17:00 八王子 19:26

特急

伊豆急下田 15:30
E261系8両

（全車グリーン車指定席）

快速

10/2.8
SL+12系5両

（全車指定席）

10/1
EL+12系5両+SL
（全車指定席）

10/28
DL+12系5両+EL
（全車指定席）

10/29
EL+12系5両+DL
（全車指定席）

10/10
SL+旧型客車6両
（全車指定席）

SLぐんまみなかみ

夜汽車鉄道百五十年号 10/14

10/9
EL+旧型客車6両+SL

（全車指定席）

SL+旧型客車6両
 （全車指定席）

EL鉄道開業150年号 10/15
EL+12系5両

 （全車指定席）

東武100系6両
（全車指定席）

SL銀河

特急

特急

スペーシア八王子きぬ

スペーシア八王子日光 10/15.16

とき
E653系7両

(全車指定席)

10/16
SL+旧型客車6両+DL

 （全車指定席）

SL+キハ141系4両
SL銀河

 （全車指定席）
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〇行楽地やお祭り、イベントにむけて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

青梅 8:41 熱海 11:10

熱海 17:02 青梅 19:19

ときわ35号
（水戸黄門漫遊マラソン35号）

5:46 7:18

ときわ37号
（水戸黄門漫遊マラソン37号）

6:06 7:44

ときわ42号
（水戸黄門漫遊マラソン42号）

15:27 16:55

ときわ44号
（水戸黄門漫遊マラソン44号）

16:27 17:55

ときわ98号 勝田 16:27 上野 17:55 11/20

ひたち92号
（赤色ふわもこコキア号）

仙台 8:36 勝田 11:52 10/15.22

八王子 7:40 勝田 10:07

勝田 16:24 八王子 18:39

大宮 8:16 勝田 10:07

勝田 16:24 大宮 18:14

大船 8:15 勝田 10:26

勝田 16:24 大船 18:33

蘇我 8:15 勝田 10:14

勝田 16:24 蘇我 18:26

新宿さざなみ1号 新宿 7:50 館山 10:06

新宿さざなみ4号 館山 16:02 新宿 18:07

青梅 8:41 鎌倉 10:33

鎌倉 17:33 青梅 19:19

吉川美南 7:48 鎌倉 9:38

鎌倉 17:21 吉川美南 19:09

新宿 8:56 日光 11:00

日光 16:06 新宿 18:10

谷川岳もぐら 大宮 10:37 越後湯沢 13:38

谷川岳ループ 越後湯沢 15:19 大宮 18:24

アクアラインマラソン1号 東京 6:13 木更津 7:26

アクアラインマラソン3号 新宿 6:41 木更津 7:59

アクアラインマラソン2号 木更津 16:24 新宿 17:47

新宿 8:28 鹿島神宮 10:46

鹿島神宮 15:30 新宿 17:43

新宿 10:08 佐原 11:53

佐原 18:10 新宿 19:59

あずさ81号
（かつぬまぶどうまつり号）

新宿 9:20 松本 12:26 10/1

あずさ81号
（甲府・信玄公祭り号）

新宿 9:20 松本 12:26 10/29

富士回遊89号
（富士山マラソン号）

新宿 5:21 河口湖 7:17

富士回遊92号
（富士山マラソン号）

河口湖 15:57 新宿 17:59

いなほ5号 新潟 12:32 秋田 16:07

いなほ10号 秋田 13:00 新潟 16:37

勝田 上野

あたみ

11/19.20鎌倉紅葉

E257系5両
（全車指定席）

海浜公園コキア八王子号

海浜公園コキア蘇我号

海浜公園コキア大宮号

海浜公園コキア大船号

10/30

E657系10両
（全車指定席）

11/5.6

10/30
11/3.6.13

E257系5両
（全車指定席）

さわら・かしま
10/29.30
11/12.13

E257系5両
（全車指定席）

10/8.9
E257系5両

（全車指定席）

11/27
E257系5両

（全車指定席）

E353系9両
(全車指定席)

E653系7両
（一部指定席）

品川 勝田

日光東照宮
秋季大祭号

特急

10/8-10
※定期列車の「いなほ5号・10号」を
　 酒田－秋田間で延長運転します。

10/8

10/22.23

E257系5両
（全車指定席）

E653系7両
（全車指定席）

佐原秋祭り

鎌倉

10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30
11/3.5.6.12.13.19.20.23.26.27

E257系5両
もしくは

E257系9両
もしくは

255系9両
（一部指定席）

10/9.10

10/15.16

10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30
11/3.5.6.12.13.19.20.23.26.27

10/16
485系6両

リゾートやまどり
（全車指定席）

E257系9両
（全車指定席）

11/6
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種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

吉川美南 8:15 奥多摩 10:36

奥多摩 17:38 吉川美南 19:57

栗橋 7:53 舞浜 9:48

舞浜 21:19 栗橋 23:02

仙台 9:07 新庄 12:27

新庄 15:00 仙台 17:40

仙台 9:07 新庄 12:27

新庄 15:00 仙台 17:40

仙台 9:07 新庄 12:27

新庄 15:00 仙台 17:40

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

横手 8:58 男鹿 11:06

男鹿 16:02 横手 18:33

秋田 9:39 湯沢 11:06

湯沢 16:01 秋田 17:36

仙台 9:20 平泉 10:56

平泉 19:31 仙台 21:11

秋田 7:15 平泉 10:58

平泉 16:25 秋田 19:34

会津若松 10:15 只見 12:36

只見 13:40 会津若松 15:54

キハ110系2両
（全車指定席）

11/14

10/1.2
11/12.13.19.20.26.27

GOGO舞浜

武蔵野・青梅奥多摩号 10/1.2

E257系5両
（全車指定席）

藤原まつり号

宮古鮭あわび号 11/20

只見線満喫号 10/8-10.15.16.22.23

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

おが

キハ48形2両
風っこ

（全車指定席）

キハ110系3両
（一部指定席）

10/22.23

キハ48形2両
クルージングトレイン

（全車指定席）

10/8.9.22.23

10/29.30
11/3-6

快速

うどんEXPO号 10/1.2

秋の藤原まつり号

11/3

快速湯けむり号

風っこ湯けむり号

キハ110系3両
（レトロラッピング車両2両指定席、

1両自由席）

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）
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各地で「のってたのしい列車」をはじめとしたリゾート列車を運転します。

　※「のってたのしい列車」の運転日・詳細等はこちらからご確認いただけます。

○「ポケモントレイン」ではたくさんのピカチュウがこどもたちのお越しをお待ちしています。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

一ノ関 11:01 気仙沼 12:52

気仙沼 14:37 一ノ関 16:32

八戸 10:50 大湊 12:40

大湊 15:59 八戸 17:53

○「海里」で「新潟の食」「庄内の食」と「日本海の景色」をお楽しみください。また紅葉シーズンには弥彦まで運転いたします。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

13:20
10/1.2.7-9.14.16.21-23.28-30
11/19.20.23.25-27

12:44 10/10

15:00
10/1.2.7.9.10.14.16.21-23.28-30
11/19.20.23.25-27

16:00 10/8

新潟 10:11 弥彦 13:06

弥彦 16:49 新潟 18:20

○「越乃Shu*Kura」でおいしいお酒と地元の味覚、車窓から流れる風景をお楽しみください。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

上越妙高 10:02 十日町 12:32

十日町 14:49 上越妙高 18:38

上越妙高 10:02 越後湯沢 13:11

越後湯沢 14:45 上越妙高 18:38

上越妙高 10:02 新潟 13:05

新潟 14:52 上越妙高 18:38

新潟 7:07 只見 10:35

只見 13:20 新潟 16:09

新潟 10:39 上越妙高 13:19

上越妙高 14:55 新潟 18:04

○「HIGH RAIL 1375」で八ヶ岳の眺望や美しい星空をお楽しみください。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

HIGH RAIL　 1号 小淵沢 10:40 小諸 12:56
10/1.2.8-10.15.16.23.29.30
11/5.6.12.13.19.20.26.27

HIGH RAIL　 2号 小諸 14:33 小淵沢 16:57

HIGH RAIL  星空 小淵沢 18:17 小諸 21:02

○「リゾートビューふるさと」で雄大な北アルプスの美しい風景をお楽しみください。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

長野 9:46 南小谷 14:04

南小谷 15:16 長野 18:30

○「おいこっと」は、のどかな田園風景が連なる飯山線を走り、訪れる人に安らぎと癒しをお届けします。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

長野 9:17 十日町 11:41

十日町 13:05 長野 16:01

キハ100・110系2両
HIGH RAIL 1375
（全車指定席）

HB-E300系2両
リゾートビューふるさと

（全車指定席）

キハ40・48形3両
越乃Shu*Kura
（全車指定席）

快速

快速
10/1.2.8-10.15.22.23.29.30
11/5.6.12.19.20.26.27

快速 おいこっと 11/26.27
キハ110系2両

おいこっと
（全車指定席）

10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30
11/5.6.12.13.19.20.26.27

リゾートビュー
ふるさと

快速

越乃Shu*Kura

ポケモントレイン
大湊号

11/3.5.6

もみじ海里

酒田

酒田

海里

越佐Shu*Kura 11/26

只見Shu*Kura 10/22.23

11/4.9.11.16.18

10/1.2.14.16
11/3-6.23.25.27

ゆざわShu*Kura
10/7-10
11/18-20

柳都Shu*Kura
10/21.28-30
11/11.12

10/1.2.8-10.15.16.22.23.29.30
11/12.13.19.20.23.26.27

ポケモントレイン
気仙沼号

キハ100系2両
POKÉMON with YOU トレイン

（全車指定席）
快速

快速

新潟 10:11

18:31
HB-E300系4両

海里
（全車指定席）

新潟

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/
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○「リゾートしらかみ」で雄大な白神山地と夕陽の沈む日本海など、美しい風景をお楽しみください。

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 鯵ヶ沢 11:44 青森 13:29
10/1.2.5-31
11/1-30

リゾートしらかみ4号 青森 13:51 秋田 19:01

リゾートしらかみ2号 青森 8:09 鯵ヶ沢 9:52
10/1.2.5-31
11/1-30

リゾートしらかみ5号 秋田 13:57 青森 19:38

リゾートしらかみ3号 秋田 10:50 弘前 15:49

リゾートしらかみ6号 弘前 16:06 秋田 20:42

五能線クルージングトレイン3号 秋田 10:50 弘前 15:49

五能線クルージングトレイン6号 弘前 16:06 秋田 20:42

○「リゾートあすなろ」の広々とした客室や展望室で、大自然や絶景をゆったりとお楽しみください。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

リゾートあすなろ下北1号 八戸 10:50 大湊 12:40

リゾートあすなろ下北4号 大湊 15:59 八戸 17:53

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

○「B.B.BASE」で海岸線や山沿いの景色を堪能したり、歴史ある街並みに思いを馳せたり、新しい房総の旅に出かけてはいかがでしょうか。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

両国 7:51 和田浦 10:42

館山 17:09 両国 19:38

両国 7:39 安房鴨川 9:55

安房鴨川 17:05 両国 19:38

両国 7:51 君津 9:25

竹岡 16:52 両国 18:57

両国 7:51 君津 9:25

安房鴨川 17:05 両国 19:38

両国 8:12 銚子 10:36

銚子 16:59 両国 19:28

両国 7:51 布佐 9:28

布佐 15:44 両国 17:27

両国 7:39 鹿島神宮 10:09

鹿島神宮 16:50 両国 19:28

○各地でリゾートトレインによる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

会津若松 10:15 只見 12:40

只見 13:40 会津若松 15:58

水郡線紅葉風っこ1号 水戸 9:40 常陸大子 11:08

水郡線紅葉風っこ2号 常陸大子 14:40 水戸 16:08

仙台 10:12 女川 12:06

女川 14:16 仙台 16:49

仙台 9:20 平泉 10:56

平泉 19:31 仙台 21:11

長野 9:05 富士見 11:38

富士見 13:38 長野 16:30

快速

風っこ只見線紅葉号 10/29.30

11/12.13

石巻線開通110周年号 10/15

中尊寺紅葉銀河号
10/29.30
11/5.6

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

キハ48形2両
風っこ

（全車指定席）

リゾートビュー
諏訪湖

10/16
11/13

HB-E300系2両
リゾートビューふるさと

（全車指定席）

快速

B.B.BASE内房 11/23

B.B.BASE佐倉・銚子
10/1
11/3.6

キハ48形2両
クルージングトレイン

（全車指定席）

快速

HB-E300系4両
リゾートしらかみ
橅または青池

もしくは
キハ48形4両

リゾートしらかみ
くまげら

（全車指定席）

快速

さんりくトレイン宮古 11/24-30

10/8-10
11/26.27

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

B.B.BASE佐原・鹿島
10/15.16
11/26.27

B.B.BASE鹿野山
10/10
11/12

B.B.BASE房総横断号 11/5

B.B.BASE手賀沼 10/22.23

209系6両
B.B.BASE

（全車指定席）

B.B.BASE外房
10/29.30
11/13

豪雨被害のため、10月･11月は

リゾートしらかみ1号・2号を

青森～鯵ヶ沢間のみ

運転します。

五能線クルージングトレインは

運転を行いません。
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