
 

 

 

2020年３月31日 

特急列車の減便・減車の変更について 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部特急列車の減便・減車を実施しておりますが、ゴ

ールデンウィーク期間中の４月24日から５月６日まで継続させていただくほか、「北斗」の編成を

変更します。変更内容につきましては以下の通りです。 

 

１ 変更内容 

 

(1) ３月23日～４月23日としていた減便・減車については、一部を除き５月６日まで継続します。 

○ 減便を継続する列車 

・札幌～旭川間「ライラック・カムイ」… 10本 

・札幌～室蘭間「すずらん」… ４本（△２本） 

※「すずらん８・11号」は４月24日の「ウポポイ」開設にあわせて運転を再開します。 

・札幌～函館間「北斗」… ４本 

・札幌～帯広間「とかち」… ４本 

○ 減車を継続する列車 

・札幌～釧路間「おおぞら」 

・札幌～函館間「北斗」 

○ 編成の変更を継続する列車 

・札幌発旭川行き「カムイ19号」 

 

(2) ４月６日からすべての「北斗」の自由席を２両にします。 

 

※４月６日から「北斗２・５・７・14・16・21号」の車いす対応座席は自由席でのご案内とな

りますので、ご利用のお客様は駅係員にお申し付けください。 

※編成を一部変更する場合があります。 

 

２ 指定席発売の見合わせ 

 

○ ５月７日以降の減便・減車の運転計画は現在検討中です。そのため、５月６日まで減便を計

画している列車については、５月７日以降も指定席の発売を中止しておりますので、あらか

じめご了承ください。 

 

 ←札幌 函館→ 

５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車
4/6～
5/6 自由席 自由席 指定席 指定席または

グリーン席
グリーン席
または指定席



 

 

 

特急列車の減便・減車について（３月31日更新） 

 

 

１ 減便となる列車 

 

(1) 札幌～旭川間（ライラック・カムイ） 

 

・３月23日～５月６日 

（下り）  札幌  9:30発  旭川 10:55着  カムイ９号 

札幌 14:30発  旭川 15:55着  ライラック21号 

札幌 16:30発  旭川 17:55着  カムイ29号 

札幌 19:30発  旭川 20:55着  ライラック39号 

札幌 22:00発  旭川 23:25着  カムイ45号 

（上り）  旭川  7:18発  札幌  8:46着  カムイ８号 

旭川  8:30発  札幌  9:55着  カムイ12号 

旭川 14:30発  札幌 15:55着  カムイ28号 

旭川 17:30発  札幌 18:55着  ライラック38号 

旭川 18:30発  札幌 19:55着  カムイ42号 

 

(2) 札幌～室蘭間（すずらん） 

 

・３月23日～４月23日 

（上り）  札幌 11:21発  室蘭 13:05着  すずらん４号 

札幌 13:56発  室蘭 15:38着  すずらん６号 

札幌 16:03発  室蘭 17:49着  すずらん８号 

（下り）  室蘭 13:38発  札幌 15:28着  すずらん７号 

室蘭 16:30発  札幌 18:16着  すずらん９号 

室蘭 18:12発  札幌 20:04着  すずらん11号 

・４月24日～５月６日 

（上り）  札幌 11:21発  室蘭 13:05着  すずらん４号 

札幌 13:56発  室蘭 15:38着  すずらん６号 

（下り）  室蘭 13:38発  札幌 15:28着  すずらん７号 

室蘭 16:30発  札幌 18:16着  すずらん９号 

※４月24日以降「すずらん８・11号」は運転を再開します。 

 

(3) 札幌～函館間（北斗） 

 

・４月６日～５月６日 

（上り）  札幌 10:42発  函館 14:27着  北斗10号 

札幌 20:00発  函館 23:38着  北斗24号 

（下り）  函館  6:02発  札幌  9:50着  北斗１号 

函館 14:54発  札幌 18:47着  北斗15号 

  

 
3/28、29 
ライラック旭山動物園号 
を含む 

別 紙 



 

 

(4) 札幌～帯広間（とかち） 

 

・４月６日～５月６日 

（下り）  札幌  7:58発  帯広 10:41着  とかち１号 

札幌 21:10発  帯広 23:48着  とかち９号 

（上り）  帯広  6:45発  札幌  9:34着  とかち２号 

帯広 19:24発  札幌 22:15着  とかち10号 

 

 

 

２ 減車となる列車 

 

(1) 札幌～釧路間（おおぞら） 

 

・３月23日～５月６日 １両減車５両運転（自由席１両減車） 

 

※編成を一部変更する場合があります。 

 

 

 (2) 札幌～函館間（北斗） 

 

・３月23日～４月５日 １両減車６両運転（自由席１両減車） 

・４月６日～５月６日 ２両減車５両運転（自由席を２両にします） 

 

※４月６日から「北斗２・５・７・14・16・21号」の車いす対応座席は自由席でのご案内とな

りますので、ご利用のお客様は駅係員にお申し付けください。 

※編成を一部変更する場合があります。 

 

 

  

 ←札幌 釧路→ 

６号車 ５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

通　常

3/23～
5/6 自由席

指定席または
グリーン席指定席 グリーン席

または指定席 指定席自由席 自由席

指定席 指定席 指定席または
グリーン席

グリーン席
または指定席

 ←札幌 函館→ 

７号車 ６号車 ５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

６号車 ５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

3/23～
4/5

4/6～
5/6

通　常

自由席

指定席または
グリーン席

グリーン席
または指定席 指定席自由席 自由席

指定席 指定席

指定席

指定席

指定席

自由席 自由席 指定席

指定席または
グリーン席

グリーン席
または指定席

指定席または
グリーン席

グリーン席
または指定席



 

 

３ 編成を変更する列車 

 

○ カムイ19号（札幌 14:00発 旭川 15:25着） 

 

・３月23日～５月６日 ５→６両編成 

 

※１号車の指定席・グリーン席の指定券は車内でのみ発売します。 

 

 

 

４ きっぷのお取り扱い 

 

○ 運休のためご旅行を取り止める場合は、手数料をいただくことなく払いもどしの対応をさせ

ていただきます。 

○ 運休となる列車の指定券をお持ちで、ご利用の列車を変更される場合は、駅みどりの窓口な

どへお申し付けください。 

○ 減車および自由席に変更となる号車の指定券を既にお持ちの場合、お座席はご乗車の際にご

案内をいたします。 

 

 

 

５ 指定席発売の見合わせ 

 

○ ５月７日以降の減便・減車の運転計画は現在検討中です。そのため、５月６日まで減便を計画

している列車については、５月７日以降も指定席の発売を中止しておりますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

 

 ←札幌 旭川→ 

５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

６号車 ５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

通　常

3/23～
5/6

自由席 自由席指定席 自由席 自由席

自由席 指定席グリーン席自由席 指定席 自由席 自由席


