
　新型コロナウイルス感染症の影響によりご利用が減少していることから、５月31日まで一部列車

の減便・減車を実施しておりますが、これを当面の間継続するとともに、６月14日から一部「ライ

ラック｣｢大雪｣｢サロベツ｣｢北斗｣｢エアポート」と普通列車の運休を追加いたします。

　詳細につきましては以下の通りです。

１　運休を追加する列車

 (1) 札幌～旭川間　特急「ライラック」２本

・６月14日から当面の間

旭川　16:30発 ～ 札幌 17:55着　　ライラック34号

札幌　18:30発 ～ 旭川 19:55着　　ライラック35号

 (2) 旭川～網走間　特急「大雪」４本

・６月14日から当面の間

網走　 8:06発 ～ 旭川　11:50着　　大雪２号

網走　12:35発 ～ 旭川　16:19着　　大雪４号

旭川　12:41発 ～ 網走　16:35着　　大雪１号

旭川　17:05発 ～ 網走　20:49着　　大雪３号

 (3) 旭川～稚内間　特急「サロベツ」２本

・６月14日から当面の間

稚内　13:01発 ～ 旭川　16:48着　　サロベツ４号

旭川　20:06発 ～ 稚内　23:47着　　サロベツ３号

 (4) 札幌～函館間　特急「北斗」２本

・６月14日から当面の間

函館　 8:55発 ～ 札幌　12:39着　　北斗５号

札幌　13:27発 ～ 函館　17:10着　　北斗14号
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 (5) 小樽～札幌～新千歳空港間　快速「エアポート」12本

・６月14日から当面の間

日中時間帯、毎時４本から３本へ更に減便します。（16本運休→28本運休）

[エアポート時刻表]

　…運休(継続)

　…6/14から運休を追加

 (6) 江別～札幌～小樽間　普通列車　４本

・６月14日から当面の間

江別　 9:45発 ～ 札幌　10:17発 ～ 手稲　10:33着

手稲　11:00発 ～ 札幌　11:23発 ～ 江別　11:49着

江別　12:15発 ～ 札幌　12:52発 ～ 小樽　13:39着

小樽　14:10発 ～ 札幌　14:59着

２　減便・減車と編成変更の継続

 (1) 減便

５月31日までとしていた減便を、当面の間継続します。

・札幌～旭川間「ライラック･カムイ」… 10本(６月13日まで継続)､12本(６月14日から２本追加)

・旭川～網走間「大雪」… ４本（６月14日から追加）

・旭川～稚内間「サロベツ」… ２本（６月14日から追加）

・札幌～函館間「北斗」… ４本 (６月13日まで継続)、６本（６月14日から２本追加）

・札幌～室蘭間「すずらん」… ４本（継続）

・札幌～帯広間「とかち」… ６本（継続）

・札幌～新千歳空港間「エアポート」… 16本(６月13日まで継続)、28本(６月14日から12本追加)

・札幌～江別間　普通列車  … ３本（６月14日から追加）

・札幌～小樽間「エアポート」… ４本（６月14日から追加）
　　　　　　　　普通列車 … ４本（６月14日から追加）

時

8 02 08 21 36 48

9 00 12 23 35 47

10 00 12 23 36 47

11 00 11 24 35 47

12 00 12 24 36 47

13 00 11 22 35 47

14 00 11 23 35 47

15 00 11 23 37 49

16 00 11 23 35 49

札　幌　発 時

9 06 18 30 42 54

10 06 18 30 42 54

11 06 18 30 42 54

12 06 18 30 42 54

13 06 18 30 42 54

14 06 18 30 42 54

15 06 18 30 42 54

16 06 18 30 42 54

新千歳空港発



[方面別運転本数]

 (2) 減車

５月31日までとしていた減車を、当面の間継続します。なお、６月14日から一部「北斗｣｢おおぞ
ら」を５両から４両へ更に減車します。

・札幌～釧路間「おおぞら」

６月14日から「おおぞら２･３･５･８･10･11号」を４両編成とします。

※編成を一部変更する場合があります。

・札幌～函館間「北斗」

６月14日から「北斗３･４･６･８･９･11･12･13･17･18･19･20･22･23号」を４両編成とします。

※編成を一部変更する場合があります。

 (3) 編成変更

　６月14日から、一部「北斗｣｢おおぞら」を５両から４両に減車します。５月31日までとしていた編成変更を、当面の間継続します。

・札幌発旭川行き「カムイ19号」… ５→６両編成（継続）

通　常 3/23～4/5 4/6～5/15 5/16～6/13 6/14～当面の間

42本

30本 26本

18本

18本

132本 120本

4本

4本

「エアポート」
148本

江　別～小　樽

旭　川～網　走 8本

旭　川～稚　内 6本

東室蘭～函　館 24本
20本

札　幌～帯　広 22本
16本

札　幌～旭　川 54本

札　幌～東室蘭 36本
28本

44本

（ △16本 ） （ △28本 ）

（ △ 8本 ）

（ △10本 ）

（ △ 6本 ）
△ 4本
△ 4本

（ ）

（ △ 4本 ）

△ 4本
△ 6本

（ ）

（ △ 6本 ）

（ △ 4本 ）

（ △ 2本 ）

（ △ 4本 ） （ △ 6本 ）

（ △12本 ）

 ←札幌 釧路→ 

４号車 ３号車 ２号車 １号車
6/14から
当面の間 自由席 自由席 指定席 グリーン席

 ←札幌 函館→ 

４号車 ３号車 ２号車 １号車
6/14から
当面の間 自由席 自由席 指定席 グリーン席



３　一部「オホーツク」の臨時停車

「大雪」運休に伴い、６月14日から一部「オホーツク」を丸瀬布駅・白滝駅に臨時停車します。

・６月14日から当面の間

札幌発網走行き「オホーツク１号」　丸瀬布駅 臨時停車（10:12発）

網走発札幌行き「オホーツク４号」　白滝駅 臨時停車（19:56発）

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と今後の運転計画について

 ○ 今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、今回お知らせした以外の列車につきまし
 　 ても、運転の取り止めや指定席の発売を見合わせる場合がございます。あらかじめご了承くだ
 　 さい。



１　減便となる列車

 (1) 札幌～旭川間（ライラック・カムイ）

・当面の間（※は６月14日から追加）

（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　18:30発 ～ 旭川　19:55着　　ライラック35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　16:30発 ～ 札幌　17:55着　　ライラック34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) 旭川～網走間（大雪）

・６月14日から当面の間

（下り） 旭川　12:41発 ～ 網走　16:35着　　大雪１号
旭川　17:05発 ～ 網走　20:49着　　大雪３号

（上り） 網走　 8:06発 ～ 旭川　11:50着　　大雪２号
網走　12:35発 ～ 旭川　16:19着　　大雪４号

 (3) 旭川～稚内間（サロベツ）

・６月14日から当面の間

（下り） 旭川　20:06発 ～ 稚内　23:47着　　サロベツ３号

（上り） 稚内　13:01発 ～ 旭川　16:48着　　サロベツ４号

 (4) 札幌～函館間（北斗）

・当面の間（※は６月14日から追加）

（上り） 札幌　10:42発 ～ 函館　14:27着　　北斗10号
札幌　13:27発 ～ 函館　17:10着　　北斗14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　 8:55発 ～ 札幌　12:39着　　北斗５号　※
函館　14:54発 ～ 札幌　18:47着　　北斗15号

 (5) 札幌～室蘭間（すずらん）

・当面の間

（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

定期列車の減便・減車について（５月20日現在）

別 紙



 (6) 札幌～帯広間（とかち）

・当面の間

（下り） 札幌　 7:58発 ～ 帯広　10:41着　　とかち１号
札幌　15:52発 ～ 帯広　18:36着　　とかち５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　 8:42発 ～ 札幌　11:36着　　とかち４号
帯広　19:24発 ～ 札幌　22:15着　　とかち10号

 (7) 小樽～札幌～新千歳空港間（快速エアポート）

・当面の間（※は６月14日から追加）

（上り） 札幌　 9:00発 ～ 新千歳空港　 9:38着　　エアポート 90号
札幌　 9:23発 ～ 新千歳空港　10:01着　　エアポート 94号　※
札幌　 9:47発 ～ 新千歳空港　10:25着　　エアポート 98号
小樽　 9:35発 ～ 新千歳空港　10:50着　　エアポート102号　※
札幌　10:47発 ～ 新千歳空港　11:25着　　エアポート108号
札幌　11:24発 ～ 新千歳空港　12:03着　　エアポート114号　※
札幌　11:47発 ～ 新千歳空港　12:25着　　エアポート118号
札幌　12:24発 ～ 新千歳空港　13:02着　　エアポート124号　※
札幌　12:47発 ～ 新千歳空港　13:26着　　エアポート128号
小樽　12:35発 ～ 新千歳空港　13:50着　　エアポート132号　※
札幌　13:47発 ～ 新千歳空港　14:25着　　エアポート138号
札幌　14:23発 ～ 新千歳空港　15:01着　　エアポート144号　※
札幌　14:47発 ～ 新千歳空港　15:26着　　エアポート148号
札幌　15:49発 ～ 新千歳空港　16:26着　　エアポート158号

（下り） 新千歳空港　 9:54発 ～ 札幌　10:33着　　エアポート 99号
新千歳空港　10:18発 ～ 札幌　10:57着　　エアポート103号　※
新千歳空港　10:42発 ～ 札幌　11:19着　　エアポート107号
新千歳空港　11:06発 ～ 小樽　12:22着　　エアポート111号　※
新千歳空港　11:42発 ～ 札幌　12:20着　　エアポート117号
新千歳空港　12:18発 ～ 札幌　12:57着　　エアポート123号　※
新千歳空港　12:42発 ～ 札幌　13:21着　　エアポート127号
新千歳空港　13:18発 ～ 札幌　13:56着　　エアポート133号　※
新千歳空港　13:42発 ～ 札幌　14:20着　　エアポート137号
新千歳空港　14:06発 ～ 小樽　15:21着　　エアポート141号　※
新千歳空港　14:42発 ～ 札幌　15:19着　　エアポート147号
新千歳空港　15:18発 ～ 札幌　15:57着　　エアポート153号　※
新千歳空港　15:42発 ～ 札幌　16:19着　　エアポート157号
新千歳空港　16:42発 ～ 札幌　17:21着　　エアポート167号

 (8) 江別～札幌～小樽間（普通列車）

・６月14日から当面の間

（下り） 手稲　11:00発 ～ 江別　11:49着　　普通列車
小樽　14:10発 ～ 札幌　14:59着　　普通列車

（上り） 江別　 9:45発 ～ 手稲　10:33着　　普通列車
江別　12:15発 ～ 小樽　13:39着　　普通列車

 (9) 手稲～札幌間（ホームライナー）

・平日（当面の間）

（下り） 手稲　 7:24発 ～ 札幌　 7:39着　　ホームライナー



２　減車となる列車

 (1) 札幌～釧路間（おおぞら）

・６月13日まで　１両減車５両運転

・６月14日から当面の間

　　「おおぞら１･４･６･７･９･12号」　１両減車５両運転（継続）
　　「おおぞら２･３･５･８･10･11号」　２両減車４両運転

※「おおぞら１･４･６･７･９･12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) 札幌～函館間（北斗）

・６月13日まで　２両減車５両運転

・６月14日から当面の間

　　「北斗２･７･16･21号」　２両減車５両運転（継続）
　　「北斗３･４･６･８･９･11･12･13･17･18･19･20･22･23号」　３両減車４両運転

※「北斗２･７･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

５号車 ４号車 ３号車 ２号車 １号車

通 常

6/13まで

6/14から
当面の間

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

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

自由席 自由席 指定席 指定席グリーン席

自由席 自由席 指定席 グリーン席

１･４･６･
７･９･12号

２･３･５･
８･10･11号

 ←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

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

6/14から
当面の間

6/13まで

通 常 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

自由席 自由席 指定席 指定席グリーン席

自由席 自由席 指定席 グリーン席

２･７･16･21号

３･４･６･８･９･11･12･
13･17･18･19･20･22･23号

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



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）

・当面の間　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　一部「オホーツク」の臨時停車

・６月14日から当面の間

札幌発網走行き「オホーツク１号」　丸瀬布駅 臨時停車（10:12発）

網走発札幌行き「オホーツク４号」　白滝駅 臨時停車（19:56発）

５　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。

６　指定席発売の見合わせと今後の運転計画について

 ○ 今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、今回お知らせした以外の列車につきまし
 　 ても、運転の取り止めや指定席の発売を見合わせる場合がございます。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

当面の間

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


