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注)：�E９９5形試験電車1両、２０９系試験電車6両を除きます。

（２０18年３月３1日現在）

車　種 両　数

電　車

新幹線 1,３９1

在来線 1０,618

小　計 1２,００９

気動車 5２6

電気機関車 ３３

ディーゼル機関車 ３8

蒸気機関車 　　　　4　

客　車 54

貨　車 ３15

合　計 1２,９7９

車両

■鉄道車両製造事業の展開

●車両数

●J-TRECの主な車両製造実績

○JR東日本向け

　２０18年３月末現在、東北･上越･北陸新幹線用電車1,３９1両をはじめ、あわせて1２,９7９両の車両
を保有しています。� 　
　その車種、形式は多岐にわたり、３6カ所の運転区所などにそれぞれ配置しています。

J-TREC横浜事業所他社向け
J-TREC新津事業所JR東日本向け

J-TREC新津事業所他社向け

J-TREC横浜事業所JR東日本向け J-TREC累計

（製造両数） （累計両数）
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新津事業所

横浜事業所

東急車輛製造（株）

→ 2014年4月　新津車両製作所を
　　　　　　　 J-TRECに承継

→ 2012年4月　J-TREC発足

（参考）　旧新津車両製作所の製造両数　　累計  4,293両（1995年度～2013年度）
　　　　旧東急車輛製造㈱の製造両数　　累計16,622両（1946年度～2011年度）

（株）総合車両製作所

JR新津車両製作所　　

→

826

1,980
◆
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○JR東日本向け以外

E1２９系、E２３３系、E２３5系、E5３1系、E7２1系、

E３5３系、E657系、HB-E２1０系、HB-E３００系、

EV-E３０1系、E7系、E００1形（四季島）ほか

　　　　　
青い森鉄道、小田急電鉄、京王電鉄、

京成電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、

静岡鉄道、泉北高速鉄道、東京急行電鉄、

東京都交通局、南海電気鉄道、横浜シーサイ

ドライン、タイ・バンコクBEMほか　　　　��

　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)

●J-TRECの近年の車両製造数の推移
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（２０18年３月３1日現在）

形式 列車名 主な運転線区と区間 両数

特急（EDC） E001形 TRAIN��SUITE��四季島 団臨等で使用 1０

特急（電車）

２５1系 スーパービュー踊り子 東海道本線（東京・池袋・新宿〜伊豆急下田） 4０

6５1系 スワローあかぎ、あかぎ、草津 高崎、上越、両毛、吾妻線（新宿・上野〜前橋・長野原草津口） 4２

E6５3系 いなほ、しらゆき 白新線、羽越本線（新潟〜秋田）、信越本線（新潟〜新井） 7２

２５3系 日光・きぬがわ 東北、東武線（新宿〜東武日光・鬼怒川温泉） 1２

E２５9系 成田エクスプレス 総武本線・成田線（大船・横浜・大宮・高尾・池袋・新宿〜成田空港） 1３２

E7５1系 つがる 奥羽本線（秋田〜青森） 1２

２５５系

さざなみ 内房線（東京〜君津）

45わかしお 外房線（東京〜上総一ノ宮・勝浦・安房鴨川）

しおさい 総武本線（東京〜成東・銚子）

E２５7系

あずさ 中央本線（千葉・東京・新宿〜松本・南小谷）
154

かいじ 中央本線（東京・新宿〜甲府・竜王）

さざなみ 内房線（東京〜君津）

９5わかしお 外房線（東京〜上総一ノ宮・勝浦・安房鴨川）

しおさい 総武本線（東京〜成東・銚子）

E3５3系 スーパーあずさ 中央本線（新宿〜松本） 87

E6５7系 ひたち、ときわ 常磐線（品川・上野〜勝田・いわき） 17０

E6５５系 和（なごみ） 団臨等で使用 5

特急（客車） E２6系 カシオペア 団臨等で使用 1２

新幹線

E２系 はやて、やまびこ、とき  他 東北・上越新幹線（東京〜仙台・盛岡・新潟） ３1０

E3系 やまびこ、つばさ  他 東北・山形新幹線（東京〜盛岡・新庄） 1２９

E４系 Maxとき、Maxたにがわ 上越新幹線（東京〜越後湯沢・新潟） 16０

E５系 はやぶさ、はやて  他 東北・北海道新幹線（東京〜仙台・新青森・新函館北斗） ３９０

E6系 こまち  他 東北・秋田新幹線（東京〜秋田） 168

E7系 かがやき、はくたか、あさま 北陸新幹線（東京〜長野・金沢） ２２8

■主な新型車両の導入線区

●JR発足後に導入された新型車両の使用状況（新幹線・特急車両）
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※訓練車5両を含む

（２０18年３月３1日現在）

形式 主な運転線区と区間 車両の特徴 両数

首都圏

E２31系 山手線（大崎〜大崎） 拡幅車 4０8
E２33系 京浜東北線、根岸線（大宮〜大船） 拡幅車 8２8
E２3５系 山手線（大崎〜大崎） 拡幅車 186
２1５系 東海道線（東京〜小田原）ほか ２階建てグリーン車、拡幅車 4０

E２17系
横須賀・総武快速線（久里浜〜千葉）
成田線（千葉〜成田空港）　
東海道線（東京〜熱海）ほか

２階建てグリーン車、拡幅車 745

E２33系 東海道線（東京〜熱海）、上野東京ライン、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線ほか ２階建てグリーン車、拡幅車 5２5
E２31系 中央・総武緩行線（三鷹〜千葉） 6扉車、拡幅車 558
２09系 中央・総武緩行線（三鷹〜千葉） 拡幅車 ９4

E２31系 中央・総武緩行線（三鷹〜津田沼）
東京メトロ東西線（中野〜西船橋） 地下鉄東西線乗り入れ用 7０

E２31系
※

宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン、東海道線（小田原・逗子・上野
〜黒磯・前橋）ほか ２階建てグリーン車、拡幅車 1，２55

２09系 川越・八高線（川越〜八王子） ２4
２09系 川越・八高線（川越〜八王子） 拡幅車 8
E２31系 川越・八高線（川越〜八王子） 拡幅車 8
２09系 常磐緩行線（綾瀬〜取手）

東京メトロ千代田線（綾瀬〜代々木上原）
地下鉄千代田線
乗り入れ用

２０
E２33系 1９０

E２31系 常磐快速線（上野〜取手）
成田線（我孫子〜成田） 拡幅車 ２85

E２33系
中央快速線（東京〜高尾）ほか
青梅線（立川〜奥多摩）
五日市線（拝島〜武蔵五日市）

拡幅車 68２

E２31系 武蔵野・京葉線（府中本町〜東京・海浜幕張） 拡幅車 ２4
２09系 ３２
E２33系 京葉線（東京〜蘇我）ほか 拡幅車 ２4０
２09系 京葉線（東京〜蘇我）ほか 拡幅車 1０

E５01系 常磐線（土浦〜いわき）
水戸線（小山〜友部） 交直流 6０

E５31系 常磐線（上野〜水戸・高萩） 交直流、拡幅車 4３０
２09系 総武本線、成田線、内外房線ほか（千葉〜銚子、佐倉〜松岸、千葉〜安房鴨川） ３３０
E２33系 川越・埼京線、りんかい線（川越〜大崎〜新木場） ３1０
E２33系 横浜線（東神奈川〜八王子ほか） ２２4
E２33系 南武線（川崎〜立川） ２16

●JR発足後に導入された新型車両の使用状況（首都圏）

（２０18年３月３1日現在）

主な運転線区と区間 形式 両数

東北本線
一ノ関〜盛　岡

7０1系　

３０
黒　磯〜一ノ関

76常磐線 いわき〜仙　台
仙山線 仙　台〜作　並
奥羽本線 米　沢〜青　森

116羽越本線 鶴　岡〜秋　田
津軽線 青　森〜蟹　田
田沢湖線 盛　岡〜大　曲 ２０
奥羽本線 福　島〜新　庄

71９系　
２4

常磐線 浪　江〜仙　台
5０

磐越西線 郡　山〜喜多方
弥彦線 弥　彦〜東三条

Ｅ1２7系　

4
越後線 吉　田〜新　潟
信越本線 長　野〜篠ノ井

２4
篠ノ井線 篠ノ井〜塩　尻
中央本線 塩　尻〜小淵沢
大糸線 松　本〜南小谷
東北本線 黒　磯〜一ノ関

Ｅ7２1系　 168
仙山線 仙　台〜山　形
常磐線 原ノ町〜仙　台
磐越西線 郡　山〜喜多方
烏山線 宇都宮〜烏　山 ＥV-Ｅ３０1系 8
羽越本線 新　津〜村　上

Ｅ1２９系 168
白新線 新　潟〜新発田
信越本線 直江津〜新　潟
上越線 水　上〜宮　内
越後線 柏　崎〜新　潟
男鹿線 秋　田〜男　鹿 ＥV-Ｅ8０1系 ２

（２０18年３月３1日現在）

主な運転線区と区間 形式 両数
大湊線 野辺地〜大　湊

キハ1００系

キハ11０系

7
釜石･山田線 花　巻〜宮　古 16
大船渡線 一ノ関〜　盛　

２３
北上線 北　上〜横　手
左沢線 山　形〜左　沢 1３
釜石･山田線 花　巻〜宮　古

41
花輪線 盛　岡〜大　館
東北本線 黒　磯〜新白河 ２
磐越東線 いわき〜郡　山 16
小海線 小淵沢〜小　諸 ２０
八高線 高麗川〜高　崎 ２1
磐越西線 会津若松 〜新　潟

２２
羽越本線 新　津〜酒　田
飯山線 長　野〜長　岡 18
陸羽東線 小牛田〜新　庄

4０陸羽西線 新　庄〜酒　田
石巻線 小牛田〜女　川
八戸線 八　戸〜久　慈 ３
水郡線 水　戸〜郡　山 キハE1３０系 ３９
小海線 小淵沢〜小　諸 キハE２００形 ３
米坂線 米　沢〜坂　町 キハE1２０系 8
大湊線等 新青森〜大　湊

HB-E３００系
4

五能線等 秋　田〜青　森 8
大糸線等 長　野〜南小谷 ２
久留里線 木更津〜上総亀山

キハE1３０系
1０

八戸線 八　戸〜久　慈 18
東北・仙石・石巻線

（仙石東北ライン） 仙　台〜女　川 HB-E２1０系 16

●JR発足後に導入された新型電車、新型気動車の使用状況（地方ローカル線）

○新型電車投入状況 ○新型気動車投入状況
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形　　式　E２系
投　　入　1９９7年３月
最高速度　２75km/h
両　　数　３1０両

愛　称　はやて、やまびこ、
　　　　なすの、とき、たにがわ

■代表車両の主要諸元

●特徴�

�●サービス設備

�軽量、低騒音の高速走行用車両として開
発。最高速度２75km/hで運転し到達時間を
短縮。

フルリクライニング・シート、車内情報表
示装置、FM・TV音声車内輻射、車いす対
応腰掛け、車いす対応トイレ、多目的室、
女性専用トイレ、荷物スペース

愛　称　やまびこ、つばさ、
　　　　なすの

形　　式　E３系
投　　入　1９９7年３月
最高速度　２75km/h
両　　数　1２９両

●特徴�

�●サービス設備

�新幹線区間と在来線区間を直通運転でき
る高速車両。新幹線区間では最高速度２75
km/hで運転し到達時間を短縮。

フルリクライニング・シート、車内情報表示
装置、車いす対応腰掛け、車いす対応トイ
レ、多目的室、FM・TV音声車内輻射

形　　式　E4系
投　　入　1９９7年1２月
最高速度　２4０km/h
両　　数　16０両

愛　称　Maxとき、
　　　　Maxたにがわ

●特徴�

�●サービス設備

�オール２階建て構造により座席数を最大限
確保し、着席サービスを向上。２本を連結
した16両編成では、高速列車として世界最
大の定員数1，6３4人。

フルリクライニング・シート、車内情報表
示装置、FM・TV音声車内輻射、車いす対
応腰掛け、車いす対応トイレ、多目的室、
売店、女性専用トイレ、車いす昇降装置

愛　称　はやぶさ、はやて、
　　　　やまびこ、なすの

形　　式　E5系
投　　入　２０11年３月
最高速度　３２０km/h
両　　数　３９０両
●特徴�

�●サービス設備

�国内最高速となる３２０ｋｍ/ｈでの営業運転
性能を有する車両として開発。

可動枕つきフルリクライニング・シート、
フルカラー車内情報表示装置、ＦＭ・ＴＶ
音声車内輻射、改良型ハンドル形車いす対
応トイレ、多目的室、女性専用トイレ・洗
面所、防犯カメラ

形　　式　E6系
投　　入　２０1３年３月
最高速度　３２０km/h
両　　数　168両

愛　称　こまち、やまびこ、なすの

●特徴�

�●サービス設備

�新幹線区間と在来線区間を直通運転でき
る高速車両。新幹線区間では最高速度
３２０km/hで運転し到達時間を短縮。

可動枕つきフルリクライニング・シート、
フルカラー車内情報表示装置、FM・TV音
声車内輻射、改良型ハンドル形いす対応ト
イレ、多目的室、洗面所、防犯カメラ

愛　称　カシオペア

形　　式　E２6系
投　　入　1９９９年7月
最高速度　11０km/h
両　　数　1２両
●特徴�

�●サービス設備

�新しい旅の提案として個室、食堂車、ラウ
ンジ等の設備を整え「快適空間を実現した
寝台列車」。オール２階建て車両、オール２
人用個室、全室にトイレ、洗面台設置。

TV（ビデオ・BS放送）、文字ニュース放
送、BGM放送、トイレ、洗面台、車いす
対応個室、共用シャワールーム、ミニロ
ビー、自動販売機、食堂車、ラウンジ（イ
ンターフォン、クローク、シャワールーム
は一部車両に設置）

形　　式　E２57系
投　　入　２００1年1２月
最高速度　1３０km/h
両　　数　２4９両

愛　称　あずさ、かいじ、
　　　　わかしお、さざなみ、
　　　　しおさい、あやめ

●特徴�

�●サービス設備

�アルミ車体。大きな窓、明るい車内で快適
性を追求。空調装置を床下に搭載して車内
騒音低減や低重心化をはかり、通年最適な
全自動空調制御を実施。列車情報管理装
置(TIMS)の導入で主な装置との機能性向
上。

フルリクライニング・シート、車内情報表
示装置、自動放送装置(和･英文)、車いす対
応腰掛け、車いす対応トイレ、多目的室、
ドア開閉音声装置
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形　　式　E7系
投　　入　２０14年３月
最高速度　２6０km/h
両　　数　２２8両

愛　称　かがやき、はくたか、あさま

●特徴�

�●サービス設備
可動枕つきフルリクライニング・シート、
フルカラー車内情報表示装置、FM・TV
音声車内輻射、改良型ハンドル形車いす対
応トイレ、多目的室、女性専用トイレ・洗
面所、防犯カメラ、全座席コンセント、全
LED照明

北陸新幹線開業に向けて開発。北陸新幹線
区間の３０‰勾配や電源周波数 5０HZ/6０HZ
両方に対応。

（２０18年３月３1日現在）　
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（２０18年３月３1日現在）　

形　　式　E657系
投　　入　２０1２年３月
最高速度　1３０km/h
両　　数　17０両

愛　称　ひたち、ときわ

●特徴�

�●サービス設備

�E２5９系の基本構造や新しい技術、サービス
を取り入れ、快適な車内環境、ビジネスユー
スへの対応、安心してご利用いただける車内
設備をコンセプトとした特急形交直流電車。
エクステリアおよびインテリアデザインには
偕楽園の梅など沿線にちなんだ配色、柄を採
用。

可動枕つきフルリクライニング・シート、座
席コンセント、車いす対応腰掛け、車いす対
応トイレ、多目的室、AED、フルカラー大型
LED車内案内表示器、防犯カメラ、車内イン
ターネット

形　　式　E２３３系
投　　入　２００6年1２月
最高速度　1２０km/h
両　　数　３,２15両
●特徴�

�●サービス設備

�E２３1系の技術を踏襲し、主要機器を二重系化
し信頼性を向上。女性専用車や優先席部分の
荷棚・吊り手高さの低減、優先席エリアの明
確化等のユニバーサルデザインの採用、空気
清浄機の設置、液晶画面やフルカラーLEDに
よる情報案内の充実など、アンケートやイン
タビューに基づくお客さまニーズを反映した
デザイン。

ラジオ放送車内輻射、車内情報表示装置、車い
すスペース、車いす対応トイレ（近郊タイプ）

形　　式　E5３1系
投　　入　２００5年7月
最高速度　1３０km/h
両　　数　4３０両
●特徴�

�●サービス設備

�E２３1系の交直流版の近郊形電車。通勤・近郊
タイプでは初の1３０km/h運転を実施。客室床
面とホームの段差縮小をはかるなどさらなる
バリアフリー化を実現。

ラジオ放送車内輻射、車内情報表示装置、車
いすスペース、車いす対応トイレ

形　　式　E２３1系
投　　入　２０００年３月
最高速度　1２０km/h
両　　数　２,6０8両（※訓練車5両含む）
●特徴�

�●サービス設備

�通勤・近郊タイプの基本仕様を統一し、幅広
車体による混雑緩和をはかり、列車情報管理
装置（TIMS）の導入により配線の大幅削減、
全自動制御による空調の最適化、出区点検の
自動化等のメンテナンスフリー化を実現。

ラジオ放送車内輻射、車内情報表示装置、車い
すスペース、車いす対応トイレ（近郊タイプ）

形　　式　E7２1系
投　　入　２００7年２月
最高速度　1２０km/h
両　　数　168両
●特徴�

�●サービス設備

�低床化により客室床面を地方線区の低いホー
ムにあわせ、ステップのない出入口としバリ
アフリー化を実現。幅広車体を採用し車内は
セミクロスシートで、仙台空港アクセス用車
両には荷物スペースを設置。

駅名表示器、車いすスペース、車いす対応ト
イレ

鉄
道
事
業

愛　称　成田エクスプレス

形　　式　E２5９系
投　　入　２００９年1０月
最高速度　1３０km/h
両　　数　1３２両
●特徴�

�●サービス設備

1９９1年にデビューした「２5３系」で築いてき
た空港特急の代名詞「N'EX」のブランドイ
メージをベースに、ユニバーサルデザインを
採用し、快適性、セキュリティーをブラッ
シュアップ。エクステリアデザインは、赤・
白・黒をベースカラーとした２5３系のブラン
ドを継承。インテリアデザインは、日本の伝
統紋様である市松紋様をデザインキーワード
としている。

可動枕つきフルリクライニング・シート、座席
コンセント、車いす対応腰掛け、車いす対応
トイレ、多目的室、AED、4カ国語（日英中
韓）対応大型液晶案内装置、ダイヤルロック
式の錠を備えた荷物置場、防犯カメラ、車内
インターネット

●特徴�

�●サービス設備

�電化、非電化区間を問わず自力走行を可能と
したEDC方式を日本で初めて採用し、東日本
を中心とした様々なエリアを周遊するクルー
ズトレインである。TRAIN� SUITE�四季島
は、列車ならではの「豊かな時間と空間の移
ろい」の中で鉄道ならではの魅力ある旅を提
供し、地域の様々な魅力を掘り起こし情報を
発信することで「地域をつなぐ懸け橋」とし
て観光流動の創造と地域の活性化に貢献して
いくことを目指している。

1、1０号車に展望室、5号車にラウンジ、6号車
にダイニングを、２、３、4、8、９号車にスイート、
7号車に四季島スイートおよびデラックスス
イートを配置

愛　称　TRAIN SUITE 四季島

形　　式　E００1形
投　　入　２０17年 5月
最高速度　11０km/h
両　　数　1０両

●特徴�

�●サービス設備

�JR東日本の在来線車両で初めて「空気ばね式車体
傾斜装置」を採用し、E３51系と同等の曲線通過性
能を実現。また動揺防止装置を全号車に搭載
し乗り心地も向上した。

可動枕つきフルリクライニング・シート、フ
ルカラー情報表示装置、自動放送装置（和・
英）、LED照明、全座席コンセント、空気清
浄器、荷物置場、車いす対応腰掛け、車いす
対応トイレ、多目的室、防犯カメラ

愛　称　スーパーあずさ、
　　　　あずさ、かいじ

形　　式　E３5３系
投　　入　２０17年 1２月
最高速度　1３０km/h
両　　数　87両
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（２０18年３月３1日現在）　

形　　式　E1２９系
投　　入　２０14年1２月
最高速度　11０km/h
両　　数　168両
●特徴�

�●サービス設備

�E２３３系の技術をベースに新潟地区向けに開
発。ユニバーサルデザインを考慮したインテ
リア、快適性向上のための座席幅拡大等を
行っている他、車内外の情報案内装置を充実
させた。

車内案内表示器、車いすスペース、車いす対
応トイレ

形　　式　EV-E３０1系
投　　入　２０14年 ３ 月
最高速度　1００km/h
両　　数　8両
●特徴�

�●サービス設備

車両の走行に必要な大容量の蓄電池を搭載
した車両で、非電化区間を走行することが
可能。電化区間では、パンタグラフを上昇
させ、架線からの電力により走行すると同
時に主回路用蓄電池の充電を行い、非電化
区間に入ると、パンタグラフを降下させ、
主回路用蓄電池の電力のみで走行。折り返
し駅等では、専用の充電設備で急速充電を
行う。烏山線に導入。

車内案内表示器、車いすスペース

形　　式　EV-E8０1系
投　　入　２０17年３月
最高速度　11０km/h
両　　数　２両
●特徴�

�●サービス設備

�交流電化区間と非電化区間を走行できる新
型交流蓄電池電車で男鹿線に導入。九州旅
客鉄道株式会社が投入を進めている「架線
式蓄電池電車」をベースに、耐寒耐雪対応
等のカスタマイズを行っており、車両のデ
ザインは、男鹿地区の国の重要無形民俗文
化財でもある「なまはげ」をイメージした
デザインとした。

車内案内表示器、車いすスペース、車いす対
応トイレ

形　　式　E２３5系
投　　入　２０16年３月
最高速度　1２０km/h
両　　数　186両
●特徴�
�首都圏の通勤・通学を主とする輸送における
さらなるサービス向上、安定性向上を目的に、
従来の列車情報管理装置「ＴＩＭＳ」に代わ
る「ＩＮＴＥＲＯＳ」の導入をはじめ、多く
の新規技術を導入し、エネルギーコスト低減、
メンテナンス低減を実現した次期通勤型車両
のスタンダード。

�●サービス設備
フリースペース、車内情報提供装置、トレイ
ンネット環境

形　　式　HB-E２1０系
投　　入　２０15年5月
最高速度　1００km/h
両　　数　16両
●特徴�
�ディーゼルハイブリッドシステムを搭載した
車両で、仙石東北ラインに投入。バリアフリー
化と環境性向上を実現。線区のラインカラー
である青と緑に加え、沿線の桜色を配色した。

�●サービス設備
車内案内表示器、車いすスペース、車いす対
応トイレ

形　　式　キハE２００形
投　　入　２００7年7月
最高速度　1００km/h
両　　数　３両
●特徴�

�●サービス設備

�発電用ディーゼルエンジンで発電した電気と
蓄電池に充電した電気を効果的に利用して走
行する、世界初の営業運転を行うハイブリッ
ド車両。燃料消費量のほか、窒素酸化物と粒
子状物質の排出量を低減するとともに、駅停
車時はアイドリングストップによりエンジン
騒音を抑制。

駅名表示器、車いすスペース、車いす対応トイレ

形　　式　HB-E３００系
投　　入　２０1０年1０月
最高速度　1００km/h
両　　数　14両

●特徴�

�●サービス設備

�ディーゼルハイブリッドシステムを搭載し
たリゾートトレイン。主に津軽・大湊線を
走行する盛岡編成、五能線を走行する秋田
編成、信越地区を走行する長野編成があ
り、それぞれ走行地域の特徴を表す外観デ
ザイン。環境に優しく、観光地沿線走行に
相応しい車内設備。

フルリクライニング・シート、半個室（秋田
編成）、展望室・イベントスペース、駅名表
示器、液晶案内表示器、前面眺望カメラ、イ
ベント用カメラ、車いす対応腰掛け、車いす
対応トイレ、洗面台
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