
別紙 

１．新幹線関係 
 

○ 新幹線の列車本数 

 

【春臨期間 平成22年3月1日から平成22年6月30日 のべ122日間】 

定期＋臨本数 本年運転本数 前年運転本数 前年比 

全列車 40,925（本） 42,387（本） 97% 

うち山陽直通 

「のぞみ」 
12,993（本） 12,988（本） 100% 

   ※本年122日間、前年122日間 

 

【ＧＷ期間 平成22年4月28日から平成22年5月5日の8日間】 

定期＋臨本数 本年運転本数 前年運転本数 前年比 

全列車 2,838（本） 2,879（本） 99% 

うち山陽直通 

「のぞみ」 
970（本） 958（本） 101% 

※本年8日間、前年8日間 

  

○ 平成２２年度春臨期間中、新たにN700系新型車両で運転する列車 
 

＜ダイヤ改正前（３月１２日まで）＞ 
 

Ｎ７００系で運転する列車 運転区間 
（発時刻） （着時刻）

運転開始日 

下り のぞみ 29号 東京  － 博多 
（12:30）     (17:44） 

3月1日 

上り のぞみ  6号 博多  － 東京 
（07:00）     (12:13） 

3月1日 

 

＜ダイヤ改正後（３月１３日以降）＞ 
 

Ｎ７００系で運転する列車 運転区間 
（発時刻） （着時刻）

運転開始日 

下り 

のぞみ 249号 東京  － 新大阪
（18:00）      (20:36）

4月15日 

のぞみ 221号 東京  － 新大阪
（10:00）      (12:36）

6月25日 

のぞみ 263号 東京  － 新大阪
（20:20）      (22:56）

6月25日 

上り 

のぞみ 220号 新大阪 －  東京 
(09:07）      (11:43）

4月16日 

のぞみ 228号 新大阪 －  東京 
（11:47）      (14:23）

6月25日 

のぞみ 254号 新大阪 －  東京 
（18:47）      (21:23）

6月25日 
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２．在来線関係 
 

○ 在来線の主な臨時列車 

 

【特急列車】 
 

（１）中央線 

◆ 信州方面へのご旅行に便利な臨時特急「しなの」を、ＧＷに運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

特 

 

 

急 

しなの８１号 名古屋 8:28 白馬 12:02

5/1～5 

しなの８４号 白馬 14:47 名古屋 18:34

しなの８５号 名古屋 10:30 松本 12:54

しなの８２号 松本 15:00 名古屋 17:25

 

（２）高山線 

◆ 下呂・高山方面へのご旅行に便利な臨時特急「ひだ」を、「春の高山祭」やＧＷ、行楽シーズンの土曜・休日

を中心に運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

特 

 

 

急 

ひだ６１号 名古屋 6:16 高山 9:10 
3/6,4/3,5/1,6/5   

※3/6は、名古屋発6:15 高山着9:11  

ひだ９５号 名古屋 13:39 高山 16:14

3/13,14,20～22,27,28 

4/3,4,10,11,14,15,17,18 

5/1～5 

ひだ９４号 高山 17:39 名古屋 20:00
3/13,14,20～22,27,28 

4/3,4,10,11,14,15,17,18 

ひだ９６号 高山 17:39 名古屋 20:13    5/1～5 

ひだ８５号 大阪 9:37 高山 13:55

   5/1～5 

ひだ８４号 高山 17:39 大阪 21:50

 

◆ 「古川祭（起し太鼓：4/19）」には、高山～飛騨古川間で「ひだ17号」の延長運転および臨時特急「古川まつ

り」（全車自由席）を運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

特 

急 

ひだ１７号 高山 20:20 飛騨古川 20:34
4/19 
（名古屋発高山行きを飛騨古川まで延長運転） 

古川まつり 飛騨古川 22:30 高山 22:43   4/19 

※「古川祭」の臨時列車は、上記の他に普通列車を計７本運転します。 
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（３）関西・紀勢線 

◆ 南紀方面や熊野古道へのご旅行に便利な臨時特急「南紀」を、ＧＷ、土曜・休日に運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

特

 

 

 

急 

南紀８１号 名古屋 8:57 紀伊勝浦 12:58
3/20 

5/1～5   

南紀８３号 名古屋 16:38 紀伊勝浦 20:26

3/6,7,13,14,21,22,27,28 

4/3,4,10,11,17,18,24,25,29,30 

   5/1～5,8,9,15,16,22,23,29,30 

   6/5,6,12,13,19,20,26,27 

※3/6,7は、 紀伊勝浦着20:24 

南紀８２号 紀伊勝浦 13:35 名古屋 17:41 5/1～5 

南紀８４号 紀伊勝浦 14:24 名古屋 18:23

   3/6,7,13,14,20～22,27,28 

4/3,4,10,11,17,18,24,25,29,30 

   5/1～5,8,9,15,16,22,23,29,30 

6/5,6,12,13,19,20,26,27 

 

【快速列車】 
 

◆ 毎週金曜日に、臨時快速「みえ」を運転します。最終「みえ」より約１時間遅い２１時台の発車で、 

ビジネス等でのお帰りに大変便利です。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

快

速 
みえ９１号 名古屋 21:38 伊勢市 23:13

3/5,12,19,26 

4/2,9,16,23,30 

5/7,14,21,28 

6/4,11,18,25    

 

◆ 春休み期間に臨時快速「ムーンライトながら」を運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日（始発駅基準） 

快

速 

ムーンライト 

     ながら 

東 京 23:10 大 垣 5:55 
3/12～31 

4/1～9       

大 垣 22:49 東 京 5:05 
3/13～31 

4/1～10        

※全車指定席ですので、ご利用には指定席券が必要となります。 

 

◆ 桜の名所「高遠」への花見に便利な、臨時快速「高遠さくらまつり」を運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

快

速 
高遠さくらまつり 

松本 9:28 伊那北 10:50

4/10,11,17,18 

伊那北 15:57 松本 17:16

 

◆ 「チャオ御岳スノーリゾート」や木曽地区でのスキーに便利な臨時快速「きそスキーチャオ」を 

３月６日～２８日の土曜・休日に運転します。 

列車名 始発駅 発時刻 終着駅 着時刻 運転日 

快

速 
きそスキーチャオ 

名古屋 6:09 薮原 8:15
3/6,7,13,14,20～22,27,28 

※3/6,7は、名古屋発6:12 薮原着8:13 

薮原 18:11 名古屋 20:34
3/6,7,13,14,20～22,27,28 

※3/6,7は、薮原発18:12 

 


