
 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 1 0 月 2 1 日 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

冬の臨時列車の運転について 
 

2022 年 12 月 1 日（木） ～ 2023 年 2 月 28 日（火）の期間に、各地で年末年始の帰省や冬の

レジャー・イベントに便利な列車を運転します。初詣や雪景色、温泉など、東日本の魅力的な冬の 

旅をお楽しみください。 

 

 

１． 冬の臨時列車の運転期間 

   2022年 12月 1日（木） ～ 2023年 2月 28日（火） ≪90日間≫ 

 

２． 臨時列車について 

 運転本数 

新幹線  2,517本      

在来線 

特 急 626本      

快 速 

（のってたのしい列車含む） 
318本      

計 3,461本      

 

※今後のご利用状況に応じて追加で臨時列車を運転します。 

※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． 「GALA湯沢スキー場」について 

◆ 東京駅から最速 74分でガーラ湯沢駅へ到着する 

ダイレクトアクセスが魅力の「GALA湯沢スキー場」は 

全 16 コース、初心者から上級者、お子さま連れの方まで 

お楽しみいただけます。今シーズンはメインレストラン 

リニューアルなどお楽しみもいっぱい！ 

◆ 2022-2023シーズン営業期間 ：  

2022年 12月 17日（土）～2023年 5月 7日（日）の合計 142日間 

◆ 詳しくは GALA湯沢スキー場 公式 Webサイトをご確認ください。 

https://gala.co.jp/winter/  

 

 

 

リリースの内容に一部誤りがございました。 

お詫びして訂正いたします。申し訳ございません。 

(別紙 6ページ目:あずさ 85号の新宿発時刻を 12/29が 11:15、12/30.31が 11:17に訂正) 

https://gala.co.jp/winter/


【新幹線】 

年末年始の帰省、3 連休のご旅行に便利な臨時列車を運転します。 
◆東北方面へは、「はやぶさ」５３０本、「こまち」２９２本、「つばさ」２７５本を運転します。 

◆新潟方面へは、「とき」４３１本、「たにがわ」６０４本を運転します。 

◆長野・金沢方面へは、「かがやき」・「はくたか」４５６本、「あさま」１５２本を運転します。 

 

線 区 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 

12/28～1/5 

東北新幹線 

山形新幹線 

秋田新幹線 

東京、上野 

～郡山、仙台、盛岡、新青森 

東京～山形、新庄 

東京～秋田 

はやぶさ、やまびこ 

なすの、つばさ、こまち 
874本 257本 

上越新幹線 東京、上野～ガーラ湯沢、新潟 とき、たにがわ 1,035本 187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 608本 255本 

※上記の本数は、大宮～宇都宮駅間および大宮～高崎駅間を運転する列車を計上しています。 

※東北・山形・秋田新幹線のうち、併結して運転する列車は 1本として計上しています。 

 

 

 

 

 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

はやぶさ 49号 

東 京 6：00 

新青森 9：17 

12/29-31 

こまち 49号 秋 田 10：03 

はやぶさ 203号 東 京 7：08 新青森 10：17 
12/2-4.24.28-31 
1/7.12-22 
2/4.11.18.23.25 

はやぶさ 15号 

東 京 10：04 

新青森 13：24 
12/24-31 
1/7 

こまち 15号 秋 田 13：52 

はやぶさ 12号 新青森 8：29 

東 京 11：44 1/2.3 

こまち 12号 秋 田 7：38 

はやぶさ 26号 新青森 13：16 

東 京 16：32 

12/1-2/28 

こまち 26号 秋 田 12：35 
1/2-5.9 
2/26 

はやぶさ 392号 新青森 17：32 東 京 21：00 
1/2-4.9 
2/26 

※記載以外の列車につきましても多数の列車を運転します。 

 

東北新幹線「はやぶさ」 

秋田新幹線「こまち」 



 

 

 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

つばさ 81号 東 京 11：52 山 形 14：31 
12/3.10.17.24.28-31 
1/1-4.7.14.21.28 
2/4.11.18.23.25 

つばさ 91号 東 京 16：48 新 庄 20：26 
12/4.11.18.25.28-30 
1/6.8.9.15.22.29 
2/5.12.19.26 

つばさ 88号 新 庄 13：57 東 京 17：36 
12/2.4.9.11.16.18.23.25.28-30 
1/1.4-6.8.9.13.15.20.22.27.29 
2/3.5.10.12.17.19.24.26 

つばさ 92号 山 形 17：32 東 京 20：28 
12/2.4.9.11.16.18.23.25 
1/6.8.9.13.15.20.22.27.29 
2/3.5.10.12.17.19.24.26 

※記載以外の列車につきましても多数の列車を運転します。 

 

 

 

 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

とき 387号 上 野 10：08 新 潟 12：06 12/29-31 

とき 393号 東 京 11：16 新 潟 13：24 
12/3.10.17.24-31 
1/7.14.21.28 
2/4.11.18.23.25 

とき 368号 新 潟 13：43 東 京 15：44 
12/3.4.10.11.17.18.24.25 
1/7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

とき 370号 新 潟 14：49 東 京 16：56 
1/1-5.9 
2/26 

※記載以外の列車につきましても多数の列車を運転します。 

 

 

 

 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

かがやき 521号 東 京 8：12 金 沢 10：47 
12/1-18.22-31 
1/2-9 

かがやき 533号 東 京 14：52 金 沢 17：25 
12/2.4.9.11.16.18.23.25.28-31 
1/1-4.8.9 

かがやき 539号 東 京 19：56 金 沢 22：29 
12/2.4.9.11.16.18.28-30 
1/2-4.6.9 

かがやき 540号 金 沢 7：09 東 京 9：44 
12/3.10.17.24.28-31 
1/7 

はくたか 624号 金 沢 14：20 東 京 17：20 1/2-4.9 

かがやき 536号 金 沢 17：08 東 京 19：44 
12/2.4.9.11.16.18.23.25-31 
1/1-4.6.8.9 

※北陸新幹線は 1/9までの運転計画となります。1/10以降につきましては決まり次第当社 Webサイトにてお知らせします。 

※記載以外の列車につきましても多数の列車を運転します。 

山形新幹線「つばさ」 

北陸新幹線「かがやき」「はくたか」 

上越新幹線「とき」 



 

 

 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

あさま 635号 東 京 10：08 長 野 11：40 
12/3.10.17.24.28-31 
1/1.7 

あさま 647号 東 京 16：04 長 野 17：53 
12/4.11.18.25.28-31 
1/9 

あさま 644号 長 野 15：01 東 京 16：40 
12/3.4.10.11.17.18.24.25.28.29 
1/1-5.7-9 

あさま 674号 長 野 16：48 上 野 18：20 
12/2.4.9.11.16.18.23.25 
1/1.4-6.8.9 

※北陸新幹線は 1/9までの運転計画となります。1/10以降につきましては決まり次第当社 Webサイトにてお知らせします。 

※記載以外の列車につきましても多数の列車を運転します。 

 

新幹線でＧＡＬＡに行こう！「ＧＡＬＡ湯沢スキー場」へのお出かけに 

便利な直通列車を毎日運転します。 

 

 

 
 

○主な臨時列車 

列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

たにがわ 71号 東 京 6：24 ガーラ湯沢 7：40 
12/17.18.24.25 
1/2.7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

たにがわ 73号 東 京 6：44 ガーラ湯沢 7：58 
12/17-31 
1/1-31 
2/1-28 

たにがわ 75号 東 京 7：00 ガーラ湯沢 8：28 
12/17.18.24.25 
1/1.2.7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

たにがわ 81号 東 京 8：32 ガーラ湯沢 9：54 
12/17-29 
1/2-31 
2/1-28 

たにがわ 83号 東 京 9：52 ガーラ湯沢 11：19 
12/17-28 
1/1-31 
2/1-28 

たにがわ 176号 ガーラ湯沢 14：37 東 京 15：56 
12/17.18.24.25 
1/1.2.7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

たにがわ 82号 ガーラ湯沢 16：24 上 野 17：38 
12/17.18.24.25.30.31 
1/7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

たにがわ 86号 ガーラ湯沢 17：02 東 京 18：20 
12/17-31 
1/1.4-31 
2/1-28 

たにがわ 88号 ガーラ湯沢 17：27 上 野 18：44 
12/17.18.24.25 
1/7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 

たにがわ 92号 ガーラ湯沢 17：59 東 京 19：24 
12/17-31 
1/1.4-31 
2/1-28 

※臨時列車以外にも定期列車「たにがわ」の高崎・越後湯沢～ガーラ湯沢駅間の延長運転も行います。 

上越新幹線「たにがわ」 

北陸新幹線「あさま」 



【在来線】 

初詣に便利な臨時列車を運転します。 

 
 
 

 

 

 

 

◆成田山・高尾山・鹿島神宮への初詣に便利な 

臨時列車を各地から運転します。 
 

■編成:早春成田山おうめ・やまなし号 E257系 9両(全車指定席) その他 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 

早春成田山おうめ号 
青 梅 8：43 成 田 10：43 

1/7 
成 田 15：04 青 梅 17：17 

早春成田山やまなし号 
小淵沢 7：23 成 田 10：43 

1/8 
成 田 15：04 小淵沢 18：27 

早春成田山むさしの号 
府中本町 9：45 成 田 11：37 

1/9 
成 田 15：28 府中本町 17：28 

成田山初詣とちぎ号 
宇都宮 8：26 成 田 11：07 

1/7.8 
成 田 14：57 宇都宮 17：24 

成田山初詣ぐんま号 
前 橋 8：56 成 田 11：37 

1/7.8 
成 田 15：28 前 橋 18：24 

高尾山初詣ぐんま号 
高 崎 7：22 高 尾 9：17 

1/2.3 
高 尾 16：05 高 崎 17：59 

開運初詣号 
新 宿 8：28 鹿島神宮 10：46 

1/2.3.7-9 
鹿島神宮 15：30 新 宿 17：43 

 
 
 
 

 

 

 

◆世界遺産 平泉への初詣に便利な臨時列車を運転します。 
 

■編成:HB-E300系リゾートあすなろ編成 4両(全車指定席) 

 

種 別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

快 速 平泉仙台あすなろ初詣号 
仙 台 21：36 平 泉 23：20 12/31 

平 泉 2：59 仙 台 4：30 1/1 

早春成田山おうめ・やまなし・むさしの号 

成田山初詣とちぎ・ぐんま号 

高尾山初詣ぐんま号 

開運初詣号 

 

平泉仙台あすなろ初詣号 



初日の出観賞に便利な臨時列車を運転します。 

 

 

 

◆富士山・河口湖エリアからの初日の出と、房総からの 

初日の出。どちらにも便利な臨時列車を運転します。 
 

■編成: E257系 5両(全車指定席） 

 
 

冬のお出かけにぴったりの臨時列車を運転します。 
 
 

 

 

 

◆特急「さざなみ」「わかしお」運行開始 50周年を 

記念しリバイバル列車を運転します。 
 

■編成:255系 9両 （全車指定席）  
 

種 別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

特 急 

ビューさざなみ 
東 京 9：23 館 山 11：18 

2/4 
館 山 15：06 東 京 17：02 

ビューわかしお 
東 京 7：54 安房鴨川 9：54 

2/11 
安房鴨川 14:55 東 京 17：02 

 
 

 
 

 
 

◆八王子から草津・四万温泉などへのお出かけに 

便利な列車を運転します。日頃の疲れを温泉で 

癒しませんか。 
 

■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 はちおうじ草津 
八王子 10：42 長野原草津口 13：57 1/28 

長野原草津口 14：06 八王子 17：08 1/29 

 
 

種 別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日(始発駅基準) 

特 急 

富士回遊 85号（富士初日の出号） 新 宿 4：13 河口湖 6：17 
1/1 

富士回遊 84号（富士初日の出号） 河口湖 15：57 新 宿 17：59 

外房初日の出 新 宿 23：53 千 倉 3：30 12/31 

犬吠初日の出 新 宿 0：12 銚 子 2：55 1/1 

ビューさざなみ    

ビューわかしお 

はちおうじ草津【新規設定】 

【新規設定】 

「ググっとぐんま写真館」より転載 

ググっとぐんま公式サイト https://gunma-dc.net/ 

富士回遊（富士初日の出号） 

外房初日の出・犬吠初日の出 

千倉の日の出 

西の河原露天風呂 

https://gunma-dc.net/


 
 
 
 
 

 
 

 

◆美しい日本海の絶景を眺めながら、 

新潟・庄内の食をお楽しみいただける 

“日本海ビューダイニング”「海里」で 

上質な旅をお届けします。 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/kairi.html 
 

■編成:HB-E300系 4両（全車指定席）              
 

種 別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

快 速 
海 里 

（冬ダイヤ） 

新 潟 10：11 酒 田 12：44 12/3.4.10.11.17.18.24.25.31 
1/1-3.7-9.14.15.21.22.28.29 
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26 酒 田 16：00 新 潟 18：31 

※12/24.25.31ならびに 1/1-3 は 4号車に旅行商品の設定はございません。 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

◆日本三大イルミネーションに認定。 

あしかがフラワーパークの壮大な 

光の花の庭をお楽しみください。 

 
 

■編成:ときめき足利イルミ E257系 5両(全車指定席)、きらきら足利イルミ 253系 6両(全車指定席) 
 

種 別 列車名 発 駅 時 刻 着 駅 時 刻 運転日 

特 急 

ときめき足利イルミ 
八王子 14：03 足 利 16：15 

12/17.24 
足 利 19：25 八王子 21：53 

きらきら足利イルミ 
吉川美南 15：05 足 利 16：51 

足 利 19：57 吉川美南 22：09 
 

 

※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。 
 

 

ときめき足利イルミ 

きらきら足利イルミ【新規設定】 

海里 

（冬ダイヤ） 

食事メニューの一例（４号車） 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/kairi.html


※新型コロナウイルスの影響等により、運休となる場合があります。

＜在来線＞

○各地から初詣や初日の出観賞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

富士回遊85号
（富士初日の出号）

新宿 4:13 河口湖 6:17

富士回遊84号
（富士初日の出号）

河口湖 15:57 新宿 17:59

外房初日の出 新宿 23:53 千倉 3:30 12/31

犬吠初日の出 新宿 0:12 銚子 2:55 1/1

青梅 8:43 成田 10:43

成田 15:04 青梅 17:17

小淵沢 7:23 成田 10:43

成田 15:04 小淵沢 18:27

府中本町 9:45 成田 11:37

成田 15:28 府中本町 17:28

宇都宮 8:26 成田 11:07

成田 14:57 宇都宮 17:24

高崎 7:22 高尾 9:17

高尾 16:05 高崎 17:59

前橋 8:56 成田 11:37

成田 15:28 前橋 18:24

新宿 8:28 鹿島神宮 10:46

鹿島神宮 15:30 新宿 17:43

仙台 21:36 平泉 23:20 12/31

平泉 2:59 仙台 4:30 1/1

○年末年始の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 15:22 12/29-31

水上92号 水上 11:15 上野 13:42 1/2.3

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」は一部車内サービスを変更している列車があります。運転日・詳細等はこちらからご確認いただけます。 https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/

〇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 伊豆急下田 15:30
12/1.2.5.8.9.12.15.16.19.22.23.26-29
1/4-6.12.13.16.19.20.23.26.27.30
2/2.3.6.9.10.13.16.17.20-22.24.27.28

サフィール踊り子5号 新宿 12:25 伊豆急下田 15:30
12/3.4.10.11.17.18.24.25.30.31
1/1-3.7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

サフィール踊り子4号 伊豆急下田 16:38 東京 19:19
12/1-5.8-12.15-19.22-31
1/1-9.12-16.19-23.26-30
2/2-6.9-13.16-28

○「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

花巻 10:45 釜石 12:48

釜石 14:48 花巻 17:03

初詣や初日の出、年末年始の帰省にあわせた臨時列車を運転します。

早春成田山おうめ号 1/7

早春成田山やまなし号

高尾山初詣ぐんま号 1/2.3

成田山初詣ぐんま号 1/7.8

1/8

早春成田山むさしの号 1/9

成田山初詣とちぎ号 1/7.8

開運初詣号 1/2.3.7-9

特急

快速

ポケモントレイン
気仙沼号

12/3.4.10.11.17.18.31
1/1.2.7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

ポケモントレイン
釜石号

12/24.25

平泉仙台あすなろ初詣号
HB-E300系4両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

特急
651系7両

（一部指定席）

特急
E261系8両

（全車グリーン車指定席）

快速

キハ100系2両
POKÉMON with YOU トレイン

（全車指定席）

1/1

E257系5両
（全車指定席）

E257系9両
（全車指定席）

E257系5両
（全車指定席）
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○「HIGH RAIL 1375」で豊かな実り、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　 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

長野 9:05 富士見 12:22

富士見 13:38 長野 16:30

○「おいこっと」で田園風景やゆったりと流れる千曲川（信濃川）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 9:17 十日町 11:41

十日町 13:05 長野 16:01

長野 9:17 十日町 11:41

十日町 13:05 長野 16:01

○「海里」で新潟・庄内の食と日本海の景観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

新潟 10:11 酒田 12:44

酒田 16:00 新潟 18:31

○「Xマス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

新津 10:13 野沢 12:06

野沢 15:00 新津 16:50

○「リゾートあすなろ」の広々とした客室や展望室で、山田線と大湊線の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

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

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

○各地でSL,EL,DLを運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

ELぐんまよこかわ 高崎 9:47 横川 10:49

DLぐんまよこかわ 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 18:55 高崎 19:56

花巻 10:36 釜石 15:10 12/3

釜石 9:57 花巻 15:19 12/4

水戸 10:10 常陸大子 11:52

常陸大子 15:23 水戸 16:59

雪のおいこっと

DL+12系5両+EL
 （全車指定席）

1/28.29

12/10.11
キハ40・48形3両
越乃Shu*Kura
（全車指定席）

2/25

12/17

快速
12/3.4.10.11.17.18.24.25
1/7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.25.26

キハ100・110系2両
HIGH RAIL 1375
（全車指定席）

快速

リゾートビュー
ふるさと

12/3.4.10.17.18.24.25

HB-E300系2両
 リゾートビューふるさと

（全車指定席）
リゾートビュー

諏訪湖
12/11

おいこっと 12/3.4.10.11
キハ110系2両

おいこっと
（全車指定席）

キハ110系1両
おいこっと

（全車指定席）

快速

快速

さんりくトレイン宮古
12/2.3.5.6
1/14.15.21

ふるさと宮古

DL重連+12系5両
 （全車指定席）

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

快速
海里

(冬ダイヤ)

12/3.4.10.11.17.18.24.25.31
1/1-3.7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

HB-E300系4両
海里

（全車指定席）

12/30
1/2.3

12/3.4

快速

DLすいぐん号

※冬ダイヤでは、桑川～越後寒川間を通常速度で運転し、桑川駅での停車時間もわずかとなります。
※12/24.25.31ならびに1/1-3 については4号車に旅行商品の設定はございません。

快速 XマスShu*Kura

SL銀河
SL+キハ141系4両

SL銀河
 （全車指定席）

12/3.4
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各地にむけて様々な臨時列車を運転します。

○さざなみ・わかしお50周年を記念したリバイバル列車を運転します。

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

東京 9:23 館山 11:18

館山 15:06 東京 17:02

東京 7:54 安房鴨川 9:54

安房鴨川 14:55 東京 17:02

○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

八王子 9:30 鬼怒川温泉 12:25 1/7.8

鬼怒川温泉 14:00 八王子 16:39 1/8.9

八王子 7:47 東武日光 10:12

東武日光 17:00 八王子 19:26

高萩 7:13 日光 10:49

日光 18:07 高萩 21:12

八王子 14:03 足利 16:15

足利 19:25 八王子 21:53

吉川美南 15:05 足利 16:51

足利 19:57 吉川美南 22:09

八王子 10:42 長野原草津口 13:57 1/28

長野原草津口 14:06 八王子 17:08 1/29

海浜幕張 8:00 氏家 10:24

氏家 15:03 海浜幕張 17:20

甲府 8:00 熱海 11:13

熱海 16:33 甲府 19:46

吉川美南 7:48 鎌倉 9:38

鎌倉 17:21 吉川美南 19:09

新宿 8:28 鹿島神宮 10:46

鹿島神宮 15:30 新宿 17:43

水戸 8:39 小牛田 13:02

小牛田 18:24 水戸 23:26

土浦 7:53 小牛田 13:02 1/14.21

小牛田 12:27 土浦 18:06 1/15.22

湘南国際マラソン１号 東京 5:33 二宮 6:31

湘南国際マラソン３号 新宿 5:50 二宮 7:03

ときわ35号
(勝田全国マラソン35号)

品川 6:23 勝田 8:11

ときわ37号
(勝田全国マラソン37号)

品川 6:52 勝田 8:43

ときわ39号
(勝田全国マラソン39号)

上野 7:45 勝田 9:20

ときわ34号
(勝田全国マラソン34号)

勝田 15:27 上野 16:55

ときわ36号
(勝田全国マラソン36号)

勝田 16:27 上野 17:55

ときわ38号
(勝田全国マラソン38号)

勝田 17:24 上野 18:56

おうめ91号
（青梅マラソン号）

千葉 6:58 青梅 8:48

おうめ92号
（青梅マラソン号）

青梅 16:35 千葉 18:09

おうめ93号
(青梅奥多摩梅の里号)

新宿 8:46 奥多摩 10:36

おうめ94号
(青梅奥多摩梅の里号)

奥多摩 17:31 新宿 19:00

いすみマラソン 長者町 14:14 両国 15:35 12/4

特急

鎌倉
12/3.4.10.11.17.18
1/14.15.21.22

さわら・かしま 2/5.19

E257系5両
（全車指定席）

E653系7両
（全車指定席）

冬の宮城ホッと温泉号

E353系9両
（全車指定席）

12/4

E657系10両
（全車指定席）

E257系9両
（全車指定席）

1/29

E257系5両
(全車指定席)

はちおうじ草津

ときめき足利イルミ 12/17.24

E653系7両
（全車指定席）

スペーシア
八王子きぬ

スペーシア
八王子日光

1/28.29
2/25.26

255系9両
（全車指定席）

東武100系6両
（全車指定席）

特急

ビューさざなみ 2/4

ビューわかしお 2/11

氏家雛めぐり号 2/4

E257系5両
(全車指定席)

きらきら足利イルミ 12/17.24

常磐日光号 1/8

2/19

2/23.25.26

花咲くあたみ満喫号 1/28.29

冬をまるごと
仙台松島号

12/17.24

253系6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

仙台 9:07 新庄 12:27

新庄 15:00 仙台 17:40

水戸 9:40 常陸大子 11:08

常陸大子 14:40 水戸 16:08

仙台 9:07 鳴子温泉 11:01

鳴子温泉 13:15 仙台 14:59

郡山 9:04 喜多方 11:26

喜多方 14:08 郡山 16:12

仙台 10:12 女川 12:05

女川 14:15 仙台 16:49

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

盛岡 8:51 宮古 11:21

宮古 13:32 盛岡 15:55

盛岡 9:47 遠野 11:40

遠野 16:05 盛岡 17:47

盛岡 8:22 仙台 11:07

仙台 20:55 盛岡 23:24

秋田 14:44 男鹿 15:35

男鹿 21:59 秋田 22:49

秋田 14:24 横手 15:39

横手 20:21 秋田 21:28

秋田 8:43 大館 10:36

大館 12:41 秋田 14:42

秋田 10:08 弘前 12:39

弘前 18:09 秋田 20:42

風っこストーブ
奥久慈号

キハ48形2両
クルージングトレイン

（全車指定席）
弘前城雪燈籠まつり号 2/11

かまくらまつり号 2/15.16
HB-E300系4両

リゾートしらかみ橅
（全車指定席）

HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

快速

光のページェント号 12/24
キハ110系2両
（一部指定席）

なまはげ柴灯まつり号 2/11.12
HB-E300系2両
リゾートあすなろ
（全車指定席）

宮古真鱈号 1/22

遠野ふゆ物語号 2/19

風っこストーブ
喜多方号

2/11.12

風っこストーブ
女川号

2/18.19

宮古鮭号 12/4

大館アメッコ市号 2/11.12

キハ48形4両
リゾートしらかみ

くまげら
（一部指定席）

風っこストーブ
湯けむり号

1/21.22

キハ48形2両
風っこ

（全車指定席）

快速湯けむり号
12/3.4.10.11.17.18.24.25
1/7.8.14.15.28.29
2/4.5.11.12.18.19.25.26

キハ110系2両
（全車指定席）

1/28.29
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年末年始や３連休を中心に、各行楽地を結ぶ臨時列車を運転します。

○東海道方面

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

踊り子5号 池袋 9:14 伊豆急下田 12:26

踊り子18号 伊豆急下田 16:03 池袋 19:05

修善寺 12:39

伊豆急下田 13:24

伊豆急下田 13:42

修善寺 14:18

○日光・鬼怒川・草津方面

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

日光21号 新宿 8:14 東武日光 10:12 1/1.2

日光22号 東武日光 17:00 新宿 19:14 1/2.3

新宿 10:03 12/29

新宿 10:05
12/30.31
1/1.2

スペーシアきぬがわ12号 鬼怒川温泉 14:00 新宿 16:18
12/30.31
1/1-3

きぬがわ13号 新宿 11:29 鬼怒川温泉 13:43 12/29-31
253系6両

（全車指定席）

草津81号 上野 9:07 長野原草津口 11:24 12/26-29

草津82号 長野原草津口 12:05 上野 14:42
12/26-29
1/4

草津83号 上野 11:12 長野原草津口 13:43
12/24.25.30.31
1/1-3.7.8

草津84号 長野原草津口 14:06 上野 16:36
12/25.30.31
1/1-3.8.9

〇房総方面

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 10:06

新宿さざなみ4号 館山 16:02 新宿 18:07

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

新宿 7:18 安房鴨川 9:36

安房鴨川 16:20 新宿 18:29

しおさい83号 東京 11:35 銚子 13:38 12/30.31

しおさい82号 銚子 15:11 東京 17:29 1/2.3

さざなみ91号 両国 6:00 館山 8:05

さざなみ94号 館山 17:00 東京 19:00

さざなみ93号 両国 6:26 館山 8:30
E257系9両

（全車指定席）

さざなみ92号 館山 15:36 東京 17:45
E257系5両

（全車指定席）

E257系5両
（一部指定席）

特急

特急

253系6両
（全車指定席）

12/3.4.10.11.17.18.24.25.30.31
1/2.3.7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

E257系5両
（一部指定席）

またはE257系9両
（一部指定席）

または255系9両
（一部指定席）

1/29

255系9両
（全車指定席）

特急

12/3.4.10.11.17.18.24.25.30.31
1/1-3.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

E257系9両
（全車指定席）

踊り子 9号 東京

踊り子12号 東京 16:30

12/30.31
1/2.3.29

新宿わかしお
12/30.31
1/2.3

255系9両
（一部指定席）

スペーシアきぬがわ11号 鬼怒川温泉 12:25
東武100系6両
（全車指定席）

10:30

12/3.4.10.11.17.18.24.25.30.31
1/1-3.7-9.14.15.21.22.28.29
2/4.5.11.12.18.19.23.25.26

E257系14両
（全車指定席）

651系7両
（全車指定席）
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○中央方面

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

あずさ75号 新宿 7:15 松本 10:20 12/30.31
E257系9両

（全車指定席）

あずさ77号 新宿 8:02 松本 11:20 12/29

あずさ79号 新宿 8:14 松本 11:29
12/30.31
1/7

あずさ81号 新宿 9:20 松本 12:26
12/3.10.17.24.30.31
1/7.14.21.28
2/4.11.18.25

E353系9両
（全車指定席）

または
E257系9両

（全車指定席）

あずさ83号 新宿 10:04 松本 13:08
12/29-31
1/7

E353系9両
（全車指定席）

新宿 11:17 11:15 12/29

新宿 11:15 11:17 12/30.31

新宿 12:02 12/29

新宿 12:13 12/30.31

あずさ91号 新宿 14:02 松本 17:12 12/29-31
E353系12両

（全車指定席）

新宿 15:06 12/29

新宿 15:08 12/30.31

新宿 17:07 1/2.3.9
E353系9両

（全車指定席）

新宿 17:09 1/4

あずさ76号 松本 14:17 新宿 17:19 1/2.3

新宿 18:29
12/4.11.18.25
1/2.3.9.15.22.29
2/5.12.19.26

新宿 18:27 1/4

あずさ82号 松本 16:32 新宿 19:42 1/2.3
E257系9両

（全車指定席）

あずさ84号 松本 17:00 新宿 19:57 1/2.3.9
E353系9両

（全車指定席）

あずさ88号 松本 19:30 新宿 22:27 1/2.3
E257系9両

（全車指定席）

富士回遊91号 新宿 11:13 河口湖 13:09

富士回遊92号 河口湖 15:57 新宿 17:59

かいじ95号 東京 20:01 甲府 22:12 12/29
E257系9両

（全車指定席）

○羽越方面

種別 列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日 記事

いなほ81号 新潟 9:33 酒田 11:43 12/29-31

いなほ83号 新潟 13:37 酒田 15:55 12/28-31

いなほ82号 酒田 10:47 新潟 12:57 1/2-4

いなほ84号 酒田 12:26 新潟 14:36 1/2-5

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

特急

E257系9両
（全車指定席）

あずさ93号 松本 18:27
E257系9両

（全車指定席）

12/28-31
1/1-9
※定期列車の「いなほ5号・10号」を
酒田ー秋田間で延長運転します。

特急

松本

E653系7両
（一部指定席）

あずさ74号 松本 14:07

あずさ78号

E353系9両
（全車指定席）

E353系12両
（全車指定席）

12/3.4.17.18.30.31
1/2.3

E257系5両
（全車指定席）

あずさ85号 松本 14:09
E353系12両

（全車指定席）

あずさ89号 松本 15:25

15:13
E353系9両

（全車指定席）
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