
　　平成20年　３ 月 １５ 日（土）から

快速「エアポート」増発
新千歳空港とのアクセスをさらに便利にします

◆ 快速｢エアポート｣を増発します

　　・羽田からの始発便到着に合わせ、新千歳空港８：１７発を増発。　東京から札幌には９時前に到着できます

　　・２１時台に新千歳空港を発着する１往復を増発。　札幌～旭川間L特急「スーパーカムイ」との直通列車の

　　　増発により、岩見沢・旭川方面へのお帰りがスムーズに

 ◆  札幌～手稲間の夜間に普通列車を増発します

 ◆  学園都市線の土曜･休日の編成両数を増強します

 ◆
    

 ◆  特急｢白鳥３号｣を木古内駅に停車拡大し、ご利用チャンスを広げます

ＪＲ北海道では、平成２０年３月１５日（土）にダイヤ改正を実施いたします。
このたび、列車の時刻等ダイヤ改正の詳細がまとまりましたのでお知らせいたします。

札幌都市圏

平成２０年３月ダイヤ改正について

平成19年12月20日

対本州輸送
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　 新千歳空港～札幌間の快速「エアポート」を増発します（新千歳空港発 ２本、札幌発 １本）

　朝、羽田空港からの始発便到着に合わせて新千歳空港発の快速「エアポート」を増発します。
また、夜間に特急「スーパーカムイ」として札幌～旭川間を直通する快速「エアポート」を
１往復増発します。これにより新千歳空港発の快速「エアポート」の毎時４本運転を２１時
台まで拡大します。

札幌都市圏

快速エアポート

　○朝時間帯の増発

　○夜間時間帯の増発

　【新千歳空港→札幌】

　【札幌→新千歳空港】

　【新千歳空港→札幌】
　※ｽｰﾊﾟｰｶﾑｲ50号(旭川19:00発)から直通します

　※白石駅に停車し、ｽｰﾊﾟｰｶﾑｲ53号(札幌22:00発)
　 に直通します

　 札幌～手稲間の夜間に普通列車を増発します

普 通 列 車

　 ２１時台に手稲行き普通列車を増発し、混雑緩和とご利用チャンスを広げます。これに伴い
ホームライナーの札幌発時刻を変更します。



（青森） （青森）
（上野） （上野）
（大阪） （大阪）
（上野）
（上野） （上野）

（大阪） （大阪）

（上野） （上野）

（上野） （上野）

（上野）

（青森） （青森）

普通列車

改　　正

上 り 石狩当別発 札幌着

５両

編 成
現行 改正

３両

10:50

列　車　名 八戸発

11:56 －

青森発 木古内着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 　 　　－２－(終わり)

13:58 10:50 13:15 13:58

青森発 木古内着 函館着

11:56

札幌発

函館着 八戸発

改　　正
列 車 名 札幌着

8:15 9:01

白鳥３号

現　　行

札幌着

北斗星２号 17:12 9:41
北斗星４号

5:35

22:45

ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ

北斗星１号
北斗星３号

北斗星

はまなす

列 車 名 札幌発 列 車 名

19:03 11:15
取り止め

12:03 9:07

現　　行 改　　正

16:50 9:18
北斗星 19:03 11:15

16:20 9:32
ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ 12:03 9:52

カシオペア
22:42 6:07

現　　行
列 車 名

はまなす はまなす
カシオペア 16:20 8:54

6:07

22:00 5:39

カシオペア 16:12 9:24 カシオペア 16:12 9:25

はまなす 22:00

17:12 9:41

ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ 14:05 12:52 ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ 14:05 12:52

※本資料内の運転時刻は平成19年12月20日現在計画している時刻ですので変更する場合がございます。
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対本州輸送

　特急「白鳥 ３号」を木古内駅に停車拡大します

　 学園都市線の土曜・休日の編成両数を増強します

　学園都市線で札幌9:01着列車の土曜・休日の編成両数を増強し、混雑を緩和します。

　【石狩当別→札幌】

   北海道新幹線建設工事に伴い、一部夜行寝台特急列車の運転取り止めや時刻変更を
　 実施します

　 平成２０年度から、青函トンネル部における北海道新幹線建設工事が本格化することから、
夜間に一定の工事時間帯を設けます。このため、工事予定時間帯に運行している「北斗星１・
４号」(上野～札幌間)の運転を取り止めるほか、下り「カシオペア」(上野～札幌間)、「トワ
イライトエクスプレス」(大阪～札幌間)の札幌到着時間を繰り下げます。

　特急「白鳥３号」を木古内駅に停車拡大し、ご利用チャンスを広げます。これにより、全
ての「スーパー白鳥・白鳥」が木古内駅に停車します。

　【下　り】

　【上　り】

　※「北斗星１号」の運転取り止めに伴い、寝台の座席利用（函館～伊達紋別間の各停車駅から
　　 乗車可能）の設定も取り止めます。


