
 

 

 

 

 

 

2 0 2 1 年 8 月 3 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

  

臨時列車の運転計画について 

 

 

 

 

 

 

○ 8月 18日(水)～9月 2日(木)に追加で運転する列車 

 ・運転本数 新幹線 7本 在来線特急列車 19本 

 

線名・方面 運転区間 列車名 運転本数 

東北新幹線 大宮 ～ 新青森 はやぶさ 1本  

上越新幹線 東京 ～ 新潟 とき、Maxとき 6本  

中央方面 新宿 ～ 松本 あずさ 3本  

房総方面 新宿 ～ 館山、安房鴨川 
新宿さざなみ 

新宿わかしお 
16本  

※指定席は 8月 4日(水)営業開始から発売します。 

えきねっと予約は 8月 4日(水)5時 00分から受付を開始します。 

 

○ 9月 11日(土)～9月 26日(日)に追加で運転する列車 

 ・運転本数 在来線快速列車 24本 

 

列車名 運転区間 運転本数 

ホリデー快速鎌倉 南越谷 ～ 鎌倉 14本     

谷川岳もぐら 

谷川岳ループ 
大宮 ～ 越後湯沢 10本     

 ※指定席発売は運転日の 1ヶ月前の午前 10時から開始します。 

    えきねっと予約は運転日の１ヶ月と１週間前（同曜日）の 14時 00分から事前受付を開始します。 

 

 

 

JR 東日本では、お客さまのご利用状況を踏まえ、臨時列車を追加で運転します。指定席の購入に

は、便利なえきねっと予約(https://www.eki-net.com/)をぜひご利用ください。 

https://www.eki-net.com/


【別紙－1】

＜新幹線＞

〇東北新幹線（はやぶさ 1本）

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新青森 11:14 大宮 14:07 8/23
荷物輸送のため、一部号
車はご利用いただけませ
ん

途中停車駅：盛岡・仙台

〇上越新幹線（とき 5本、Maxとき 1本）

　

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

東京 6:24 新潟 8:23 8/20.21

途中停車駅：上野・大宮・高崎・越後湯沢・長岡・燕三条

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

東京 8:32 新潟 10:40 8/20.21

途中停車駅：上野・大宮・高崎・越後湯沢・浦佐・長岡・燕三条

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新潟 19:08 東京 21:08 8/22

途中停車駅：燕三条・長岡・越後湯沢・高崎・大宮・上野

発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新潟 19:28 東京 21:28 8/22

途中停車駅：燕三条・長岡・越後湯沢・高崎・大宮・上野

運転する列車

列車名

はやぶさ510号

列車名

Maxとき374号

列車名

とき359号

列車名

とき355号

列車名

とき376号



【別紙－2】

＜在来線＞

〇中央線（あずさ 3本）

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

特急 あずさ75号 新宿 7:15 松本 10:20 8/21.28
E353系9両

（全車指定席）

途中停車駅：立川・八王子・大月・塩山・山梨市・石和温泉・甲府・韮崎・小淵沢・富士見・茅野・上諏訪・下諏訪・岡谷・塩尻

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

特急 あずさ79号 新宿 8:14 松本 11:29 8/28
E353系9両

（全車指定席）

途中停車駅：立川・八王子・大月・塩山・山梨市・石和温泉・甲府・韮崎・小淵沢・富士見・茅野・上諏訪・下諏訪・岡谷・塩尻

〇内房線、外房線（新宿さざなみ 8本、新宿わかしお 8本）

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新宿さざなみ3号 新宿  9:08 館山 11:18

新宿さざなみ2号 館山 15:06 新宿 17:14

途中停車駅：秋葉原・錦糸町・船橋・津田沼・千葉・蘇我・五井・木更津・君津・浜金谷・保田・岩井・富浦

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

新宿  7:18 安房鴨川  9:37

安房鴨川 16:20 新宿 18:29

途中停車駅：秋葉原・錦糸町・船橋・津田沼・千葉・蘇我・大網・茂原・上総一ノ宮・大原・御宿・勝浦・上総興津・安房小湊

〇ホリデー快速鎌倉 14本

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

南越谷  8:10 鎌倉  9:54

鎌倉 17:21 南越谷 19:08

途中停車駅：南浦和・武蔵浦和・北朝霞・東所沢・新秋津・西国分寺・横浜・大船・北鎌倉

　

〇谷川岳もぐら 5本、谷川岳ループ 5本

　

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

谷川岳もぐら 大宮  9:36 越後湯沢 13:32

谷川岳ループ 越後湯沢 13:53 大宮 17:21

途中停車駅：上尾・桶川・熊谷・深谷・高崎・新前橋・渋川・水上・湯檜曽・土合

485系6両
リゾートやまどり
（全車指定席）

快速

快速 ホリデー快速鎌倉
9/11.12.18-20.
25.26

E257系5両
（全車指定席）

9/11.12.18-20

特急 8/21.22.28.29
E257系5両

（一部指定席）

特急 新宿わかしお 8/21.22.28.29
255系9両

（一部指定席）
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