
時 時
台 台

4 貨物 4:04 隅田川 4

貨物 4:13 福岡貨タ ◆国内最長運行

臨 貨物 4:25 宇都宮貨タ季節列車（通年運転）

貨物 4:30 隅田川

臨 貨物 4:55 隅田川 季節列車（通年運転）

5 貨物 5:12／5:14 隅田川 北旭川発､停車 5

貨物 5:27 仙台貨タ

臨 貨物 5:37 福岡貨タ
8月中旬～12月下旬運転
◆国内最長運行

6 貨物 6:02 隅田川 6

貨物 6:18 新潟貨タ

貨物 6:25 名古屋貨タ

臨 貨物 6:52 新潟貨タ 運転日未定

はやぶさ 10号 6:55 東京 ◆Ｈ５系

7 貨物 7:15 吹田貨タ 帯広貨物発 7

はやて 91号 7:18 新青森

貨物 7:40／7:54 隅田川 帯広貨物発､停車

はやぶさ 12号 7:51 東京

8 臨 貨物 8:27 百済貨タ 運転日未定 8

貨物 8:35／8:48 隅田川 停車

はやて 93号 8:43 盛岡

9 はやぶさ 95号 9:49 仙台 ◆Ｈ５系 9

はやぶさ 16号 9:51 東京

貨物 9:57 越谷貨タ

10 臨 貨物 10:05 青森(信) 運転日未定 10

臨 貨物 10:29 隅田川 運転日未定 臨 はやぶさ52号 10:29 東京 運転日5/3､5～7

はやぶさ　1号 10:38 東京 ☆ 貨物 10:39 百済貨タ 北旭川発

臨 はやぶさ47号 10:53 東京 運転日4/29､30､5/3～7

11 はやぶさ 18号 11:06 東京 11

貨物 11:34 西浜松 月曜運休

貨物 11:41 宇都宮貨タ

貨物 11:52 相模貨

12 はやぶさ　5号 12:05 東京 12

臨 はやぶさ7号 12:38 東京 運転日：※注1

13 貨物 13:05 隅田川 ☆ はやぶさ 22号 13:04 東京 ◆Ｈ５系 13

はやぶさ　11号 13:21 東京

貨物 13:53 福岡貨タ ◆国内最長運行 ☆ はやぶさ 24号 13:52 東京

14 臨 貨物 14:01 隅田川 運転日未定 14

はやぶさ　13号 14:17 東京

臨 はやぶさ60号 14:31 東京 運転日4/29､30､5/3～7

臨 貨物 14:37 東京貨タ 運転日未定

15 はやぶさ 26号 15:04 東京 15

貨物 15:24 越谷貨タ

貨物 15:41 東京貨タ

臨 はやぶさ28号 15:52 東京 運転日：※注1

貨物 15:58 西浜松 月曜運休 貨物 15:58 名古屋貨タ

16 はやぶさ　19号 16:15 東京 16

貨物 16:38 隅田川 ☆ はやぶさ 30号 16:37 東京

17 はやぶさ　21号 17:31 東京 17

はやぶさ 34号 17:38 東京

貨物 17:51 大阪貨タ

18 貨物 18:01 隅田川 18

はやぶさ　23号 18:15 東京

臨 はやぶさ59号 18:49 東京 運転日5/3

はやぶさ 38号 18:56 東京

19 貨物 19:11 仙台貨タ 19

臨 貨物 19:17 隅田川 運転日未定

はやぶさ　25号 19:31 東京

臨 貨物 19:50 越谷貨タ 季節列車（通年運転）

はやぶさ 96号 19:54 仙台

20 臨 貨物 20:34 隅田川 運転日未定 20

臨 貨物 20:45 八戸貨 運転日未定

貨物 20:55 名古屋貨タ

はやて 98号 20:59 盛岡

21 はやぶさ　29号 21:29 東京 ◆Ｈ５系 21

臨 貨物 21:50 隅田川 運転日未定

22 はやて 100号 22:19 新青森 22

臨 貨物 22:32 広島貨タ 8月中旬～12月下旬運転

貨物 22:50 吹田貨タ

貨物 22:55 梶ヶ谷貨タ

23 貨物 23:09／23:19 名古屋貨タ停車 23

はやぶさ　33号 23:16 東京

貨物 23:35 東京貨タ

貨物 23:39 百済貨タ

臨 貨物 23:57 百済貨タ 運転日未定 貨物 23:57 名古屋貨タ

0 貨物 0:06 隅田川 貨物 0:06 大阪貨タ 0
※1）：運転日：3/18～20､4/29､30､5/3～7
※2）：新幹線の臨時列車の運転日は6月末までを記載
※3）：下りの終着駅：新幹線は新函館北斗、貨物は札幌貨タ
※4）：上りの始発駅：新幹線は新函館北斗、貨物は備考欄記載以外は札幌貨タ

問い合わせ先：知内町役場産業振興課商工観光係

ＴＥＬ．０１３９２－５－６１６１

※5）：展望塔の見学可能時間は、4～11月の8:00～18:00（無休）、
　　　12～3月の9:00～17:00（毎週火曜日休館(火曜日が祝日の際は翌
　　　日)）。
　　　年末年始（12月31日～1月3日）は休館です。

☆

☆

☆

☆赤枠は新幹線と貨物列車がすれ違います。　　☆緑枠は新幹線が貨物列車を追い越します｡

新幹線展望塔（湯の里知内信号場）　列車通過時刻表

＜下り：本州 ⇒ 北海道＞ ＜上り：北海道 ⇒ 本州＞

列車名
通過時刻

（停車は着／発）
始発駅 備　　　　考 列車名

通過時刻
（停車は着／発）

終着駅 備　　　　考

平成29年3月4日改正 


