
 

 

【訂正版】2018 年 3 月ダイヤ改定について 

TRAIL 株式会社 

かながわ鉄道株式会社 

 

TRAIL（本社：東京都渋谷区）とかながわ鉄道（本社：神奈川県横浜市）では、2018 年（平成 30 年）

3 月 17 日（土）にダイヤ改定を実施いたします。 

通勤・通学時間帯の着席需要が高まっていることから、途中駅始発列車の増発や特急列車の新

規運行を軸とした改定となっております。 

詳細は下記および別紙をご覧ください。 

 

＜ダイヤ改定日＞ 

土休日ダイヤ：2018 年 3 月 17 日（土） 初電より 

平日ダイヤ：2018 年 3 月 19 日（月） 初電より 

 

＜時刻表販売・配布のお知らせ＞ 

「TRAIL NETWORK 時刻表 2018」（冊子版） \700 

今回の巻頭特集：TRAIL 線でも楽しめる「駅弁」セレクション 

当社線全線および他社線直通区間（一部を除く）を全列車収録、主要駅発他社線時刻表も収録。 

特別付録：TRAIL9700 系ペーパークラフト 

販売日：2018 年 3 月 1 日（木）午前 10 時より 

販売場所：当社線各駅改札窓口・駅事務室・定期券売り場（上尾駅を除く） 

 

各駅ポケット時刻表・各駅時刻表（大判） 無料 

配布開始日：2018 年 3 月 12 日（月）より順次開始 

配布場所：各駅改札窓口・駅事務室・フリーペーパースタンド 

配布する時刻表はその駅のものに限ります。 

 

平成 30 年 2 月 8 日に公開した内容に誤りがありましたため、訂正版を配信いたします。 

  



＜横羽線・東京都心線＞ 

●都心⇔羽田空港アクセス強化 

池袋～品川～羽田空港間でシャトル列車「エアポートシャトル」の運行を開始いたします。横浜・

葉山中央方面ご利用のお客様と乗車する列車を分離することで着席機会を増やすほか、混雑緩

和を図ります。 

朝・夕方以降は急行「エアポートシャトル」として、日中時間帯は快速急行「エアポートシャトル」と

して運行いたします。全列車乗車券のみでご利用いただけます。 

短距離列車であることと、多くのお客様がそのままご利用いただけるよう、スカイシート車を連結し

ない全車普通車の 4000 系 15 両編成（4000 系 80 番台）を新造し運用いたします。 

停車駅（従来の急行・快速急行と同一です） 

急行便：池袋～品川間各駅・大井町・羽田空港国内線ターミナル・羽田空港国際線ターミナル 

快速急行便：池袋・市ヶ谷・赤坂・六本木・白金高輪・品川・羽田空港国内線ターミナル・羽田空港

国際線ターミナル 

 

●横羽線朝の上り（北行）線輸送力強化 

途中駅からの着席機会提供や混雑緩和を図るため、朝ラッシュ時間帯に横浜・川崎始発の上り

列車を増発するほか、一部列車は「エアポートシャトル」で使用する 4000 系 80 番台を投入しま

す。また、朝ラッシュ時の北行赤坂・永田町止まり列車を全て池袋行きに変更いたします。 

東京・取手方面への各停・通勤急行を増発します（一部は松戸折り返し）。 

 

●空港線直通列車の一部運行取りやめ 

空港線との直通列車の運転区間を見直し、川崎以南への直通運転を取りやめます。空港線との

直通列車（一般列車）は全列車川崎駅発着、かつ急行・通勤急行・各停のみとなります。空港線と

横羽線を直通する快速急行は全列車羽田空港発着に変更します。 

特急「ハーバーエアポート」はこれまで通り成田空港～羽田空港～横浜～葉山中央間で運行、現

行本数を維持します（一部時刻を変更します）。 

  



＜都市東西線（空港線）・かながわ鉄道＞ 

●特急「CYGNUS」増発 

インバウンド需要および成田空港発着 LCC 便需要の好調を受け、新宿⇔成田空港間で特急

「CYGNUS」を 2 往復増発いたします。 

また、これまで新宿発着だった「CYGNUS」の一部を湘南台まで延長するほか、早朝時間帯に港

北中央発成田空港行き 1 本を新たに設定します。 

さらに、湘南台発着の一部列車の停車駅に二子玉川駅を追加します。二子玉川駅への特急列車

停車は臨時列車を除き初となります。 

●朝・夕方に通勤・通学に便利な特急列車を運行 

新たに特急「CT ライナー」を新宿⇔千葉間（一部は湘南台⇔千葉間）で運行するほか、「CYGNUS」

の一部が新たに新成田駅に停車いたします。 

「CT ライナー」は沿線でイベントが開催される際にも随時運行する予定です。 

CT ライナー停車駅（カッコがつく駅は一部列車のみ停車または臨時停車） 

湘南台・港北中央・新宿・東京・（茅場町）・（両国）・船橋・海浜幕張・千葉 

※両国駅停車は両国国技館で大相撲本場所が行われる期間中に限る 

●かながわ鉄道線直通列車の運行区間拡大 

従来新宿⇔港北中央⇔上大岡間で運行しているかながわ鉄道線との直通列車について、一部を

錦糸町駅発着に変更し、東京駅・茅場町方面への乗り入れを開始いたします。 

これに合わせて準急列車の運行区間を湘南台～錦糸町間に拡大します。拡大区間となる新宿～

錦糸町間は各駅に停車し、各駅停車用の線路を走行します。 

●快速急行停車駅追加 

両国駅開業に伴い、両国国技館にて大相撲本場所開催期間中の一部時間帯において、快速急

行・CT ライナーの臨時停車を新たに実施します。大相撲観戦の際はどうぞご利用ください。 

実施日・対象列車についてはその都度放送または各駅での掲示でお知らせいたします。 

臨時停車はその他のイベント開催時にも行う場合があります。 

●ライナー列車運行取りやめ 

特急「CT ライナー」運行開始および「CYGNUS」新成田駅停車列車設定に伴い、「ホームアシスト

ちば」全便と「ホームアシストなりた」9 号・11 号の運行を取りやめます。「ホームアシストなりた」1

～7 号は運行を継続しますが、発着時刻を一部変更し、7 号に限り行先を新成田止まりに変更し

ます。 

  



＜淵野辺線＞ 

●速達列車強化 

早朝時間帯に東京⇔新静岡間で運行している「Leaf」（下りは渋谷・淵野辺、上りは渋谷のみ停車）

について、上り列車を 1 本増発いたします。また、ご要望の多かった夜間の静岡方面行き列車を

増発し、途中渋谷・淵野辺のみに停車する Leaf67 号新静岡行きを新設、この列車が東京駅発の

新静岡行き最終列車となります。 

一般列車では新たに新静岡駅を午前 5 時台に発車する快特 淵野辺行き（淵野辺から急行 新宿

行きに変更）を 2 本運行いたします。 

※2 本のうち 1 本は新静岡→富士間は 6 両編成で運行し、富士で倉澤始発各停富士行きとして運転してきた列車

（9 両）と連結し、富士から 15 両の快特 淵野辺行きとして運行（スカイシートは富士から営業） 

 

土休日（および指定日運行）に新静岡 6:20 発特急 Leaf352 号 南舞浜行きを新設いたします。

Leaf 352 号は途中小田原・淵野辺・渋谷・台場・舞浜（降車のみ取扱い）に停車し、静岡市内から

東京湾岸エリアへの直行ルートとしてご利用いただけます。 

●途中駅からも「座れる」列車を提供します 

朝ラッシュ時の着席機会向上を図るため、本厚木・千代ヶ丘始発東京・新宿行き急行列車を増発

いたします。 

●羽田空港直通列車の運行見直し 

平日・土休日の日中時間帯における羽田空港直通列車（快特・特急・急行）の運転を取りやめ、東

京または渋谷行きに変更します。渋谷で練馬～羽田空港間を運行する急行に接続します。 

朝・夕方～夜間の定期列車と繁忙期の臨時列車は運行を継続いたします。 

●日中時間帯渋谷始発/終着列車の運行開始 

前述の通り、日中時間帯に渋谷駅始発/終着となる快特・特急・急行列車を運行いたします。 

再開発が進み、発展著しい渋谷エリアへのお出かけにどうぞご利用ください。 

これらの列車は渋谷駅では練馬線ホームに入線するため、東京駅発着列車との乗換は三軒茶屋

駅での乗換が便利です。渋谷駅では練馬線海浜幕張方面行き急行列車または羽田空港行き直

通急行列車のいずれかと接続いたします。 

●静岡エリアの時刻変更・両数変更 

新駅開業に伴い、静岡エリアの各停を中心に大幅な時刻変更が行われます。 

また、新裾野～新静岡・静中線方面で運行している各停・急行の一部列車について編成両数を

変更いたします。ご利用の際は乗車位置をご確認ください。 

 

＜練馬線＞ 

●羽田空港直通列車を増発 

日中時間帯に練馬～羽田空港間を直結する急行列車を増発いたします。一部列車は渋谷始発

の淵野辺線快特・特急・急行と同一ホームで接続いたします。 



この関係で、一部の各駅停車で急行通過待ちを行う駅を変更します。 

●土休日夜間に列車を増発・直通特急も増発 

これまで「日付限定の臨時列車」として運行していた土休日夜間の南舞浜始発練馬行き急行列車

の一部について、時刻を固定した定期列車に格上げします。 

また、新たに南舞浜 21:15 発特急 Leaf379 号新静岡行きを運行いたします（途中台場・渋谷・淵

野辺・新裾野に停車）。Leaf379 号は東京発 Leaf69 号の後を走り、東京都内発新静岡行き最終

列車となります。淵野辺で各停 小田原行き、新裾野で各停 新静岡行きに連絡いたします。 

 

＜戸部線＞ 

●運行区間変更 

戸部線は今回のダイヤ改定より「川崎～戸塚間」の路線に変わります。 

羽田空港方面へは川崎駅で横羽線にお乗り換えください。 

●急行列車運行開始 

線内の利便性向上を図るため、戸部線では初となる急行列車の定期運行を開始いたします。 

停車駅：川崎・菊名・新横浜・平沼戸部・狩場・権太坂・戸塚 

新横浜と狩場で各停に連絡 

 

乗車券等の取扱いは別紙 2 をご覧ください。 

 

＜たまがわライナー＞ 

●終車延長 

川崎発二子玉川行き終車を宇奈根まで、川崎発杏林大前行き終車を三鷹まで延長し延長区間

の終車時刻をそれぞれ繰り下げます。 

●土休日のダイヤ一本化 

「土曜日ダイヤ」を取りやめ、他の路線と同様「土休日ダイヤ」に統一いたします。 

通勤・通学でご利用のお客様の利便性確保のため、土休日ダイヤ内において「土曜日のみ運行」

の列車を設定することで現行本数を概ね維持しますが、一部列車は時刻が変更となりますのでご

注意ください。 

 

  



（別紙 1） 

＜新設される駅のご案内＞ 

今回のダイヤ改定日初電より以下の駅の営業を開始いたします。 

【横羽線】 

●本郷町駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●本牧緑ケ丘駅 

各停・通勤急行が停車いたします。 

●釜利谷駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●朝比奈駅 

各停・通勤急行が停車いたします。 「定期券うりば」を新設いたします。 

●二階堂駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●長柄駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

 

【淵野辺線】 

●生田緑地駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●下津古久駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●小稲葉駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●東豊田駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●新沼津駅 

各停・急行が停車いたします。「T&S info desk（定期券・旅行窓口）」を設置いたします。 

●江尾駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●清水大曲駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●七ツ新屋駅 

各駅停車のみが停車いたします。 

●新長沼駅 

各駅停車のみが停車いたします。 



【都市東西線】 

●両国駅 

各停・準急・急行が終日、快速急行と「CT ライナー」は指定日に限り停車いたします。 

【晴海線】 

●晴海駅 

特急を除く全列車が停車いたします。 

 

＜駅名が変更される駅＞ 

以下の駅について、ダイヤ改定当日より駅名名称を変更いたします。 

新駅名での乗車券発売は 3 月 17 日営業開始時点よりとなります。使用開始日が 3 月 17 日以降

であっても、発行が 3 月 16 日より前である場合、旧駅名で印字させていただきます。 

硬券入場券は 3 月 17 日午前 10 時より新駅名で販売します（始発～10 時の間は販売しません）。

現在の駅名での硬券入場券は事務作業の都合上、3 月 16 日 18 時をもって販売を終了します。 

現在の駅名（旧駅名）が記載された乗車券・定期券等については有効期間内であればその効力

は変わりませんので、駅名を読み替えてそのままご使用ください。 

定期券については次回継続購入時（定期券については再発行を行った際も含む）に新駅名に書

き換えます。 

【横羽線】 

横浜メディアビジネスセンター前駅 

新駅名：関内太田町（かんないおおたまち）駅 

中華街入口駅 

新駅名：横浜中華街前（よこはまちゅうかがいまえ）駅 

一部乗車券には略称として「中華街前」として表記いたします。 

【淵野辺線】 

TR 百合ヶ丘駅 

新駅名：千代ヶ丘（ちよがおか）駅 

【上尾線】 

池袋四丁本町駅 

新駅名：池袋熊野町（いけぶくろくまのちょう）駅 

 

  



（別紙 2） 

 

戸部線の経路変更・戸塚駅開業に伴う乗車券の取扱いについて 

 

横羽線との接続駅が川崎駅に変更されるため、戸部線各駅⇔他の TRAIL 線各駅間との間で運

賃が変更されます。 

以下の通りのお取り扱いをいたします。 

 

●戸部線各駅を発着する事前に発売した乗車券について 

発着駅ともに指定されている乗車券（各駅→●●●円区間ではない乗車券）についてはダイヤ改

定後も差額なしでご利用いただけます。 

「（駅名）→●●●円区間」として発行された乗車券は、ダイヤ改定以降新たに設定されたその運

賃区間内までご利用いただけます。乗り越した場合は差額をいただきます。 

●回数券について 

金額式の普通・時差・土休日回数券はその金額内でご利用いただけます。 

区間式の通学用回数券（通信制課程学校用）で戸部線各駅（川崎を除く）⇔戸部線以外の各駅

（川崎を除く）間をご利用になる際は川崎駅乗り継ぎ扱いとして有効期限日までそのままご利用い

ただけます。乗り越された場合はこれまで通り区間外となる区間の運賃をご精算いただきます。 

●戸部線各駅～羽田空港経由他の路線への定期券について 

ダイヤ改定当日より川崎経由乗り継ぎとみなし、新たに横羽線川崎～羽田空港国際線ターミナル

間を定期券経路内としてご利用いただけるようになります。ただし、定期券の発着駅が川崎大師・

川崎の場合はそれ以北の各駅は経路外となるほか、北鶴見以南の横羽線各駅発着・経由の場合

は川崎大師以北の駅が経路外となります。 

次回継続購入時より新ルートでの定期運賃で運賃をご請求させていただきます。 

 

●北戸塚駅を発着とする乗車券・回数券・定期券について 

発行済みのものは引き続き戸塚駅発着としてご利用いただけます。お客様ご自身による手続等

は不要です。定期券は次の継続購入時に戸塚駅に自動書き換えとさせていただきます。それま

では読み替えてご使用ください。 

 

●その他 

3 月 17 日より戸塚駅接続、JR 線・地下鉄線との連絡定期券の発売を開始いたします。ご購入の

際、ご不要になった当社発行定期券については日割計算・無手数料で払い戻しを行います。当社

で払い戻しができない定期券については「払い戻し申し出証明書」を発行いたしますので発行社

局の窓口で払い戻しをお受けください。詳細は駅係員にお尋ねください。 


