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1 臨時列車詳細  

（１）東北本線 

＜下り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 

北上  8：53発 盛岡 9：48着 

6/2、3 

110系 4両 

水沢  9：06発 盛岡 10：16着 701系 2両 

一ノ関 9：47発 盛岡 11：22着 701系 4両 

日詰  11：15発 盛岡 11：42着 701系 2両 

北上  11：11発 盛岡 12：00着 
701系 4両 

北上  12：35発 盛岡 13：26着 

日詰  13：19発 盛岡 13：46着 701系 2両 

矢幅  13：51発 盛岡 14：06着 701系 4両 

日詰  14：34発 盛岡 14：59着 701系 2両 

 

＜上り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 

盛岡 14：51 発 一ノ関 16：20着 

6/2、3 

701系 4両 

盛岡 15：17 発 日詰  15：46着 110系 4両 

盛岡 15：50発 日詰  16：16着 701系 4両 

盛岡 16：48 発 日詰  17：13着 110系 4両 

盛岡 17：52発 矢幅  18：06着 701系 2両 

盛岡 17：58 発 北上  19：00着 701系 4両 

盛岡 18：45 発 北上  19：40着 701系 2両 

盛岡 20：22 発 水沢  21：33着 6/2 701系 4両 

  ＪＲ東日本盛岡支社では、２０１８年 6 月２日（土）、３日（日）に盛岡市で開催

される「東北絆まつり 2018 盛岡」にあわせて臨時列車を運転いたします。 

また、盛岡駅では大変混雑することが予想されるため、一部の時間帯より入

場規制を実施いたします。ご利用のお客さまにご不便をおかけいたしますが、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 



 

（２）田沢湖線 

＜上り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 

雫石  9：25 発 盛岡 9：40着 

6/2、3 

701系 2両 

雫石 10：18 発 盛岡 10：37着 

701系 4両 

雫石 11：40 発 盛岡 11：56着 

雫石 12：38 発 
（3日は 12：37発） 

盛岡 13：01着 

雫石 13：58 発 盛岡 14：15着 

 

＜下り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 
盛岡 14：50発 雫石 15：10着 

6/2、3 701系４両 
盛岡 16：58 発 赤渕 17：23着 

 

（３）山田線 

＜上り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 
上米内  9：19 発 盛岡  9：34着 

6/2、3 110系 3両 
上米内 10：10発 盛岡 10：25着 

 

＜下り＞ 

列車種別 運転区間 運転日 編成 

普通列車 

盛岡 15：00 発 上米内 15：13着 

6/2、3 110系 1両 盛岡 16：00 発 上米内 16：15着 

盛岡 16：57 発 上米内 17：10着 

 

（４）東北新幹線 

＜上り＞ 

列車名 運転区間 運転日 編成 

やまびこ 484 号 盛岡 16：40発 仙台 17：52着 6/2、3 E2編成 10両 

※ 盛岡～仙台間の新幹線各駅に停車、普通車全車自由席 

 

＜下り＞ 

列車名 運転区間 運転日 編成 

はやて 381号 盛岡 17：08発 新青森 18：12着 6/2、3 E2編成 10両 

※ 盛岡～新青森間の新幹線各駅に停車、全車指定席 

 

 

 

 



２ 定期列車の始終着駅等の変更 

（１）東北本線 

＜上り＞ 

運 転 区 間 
終着駅 

北上駅時刻 運転日 
変更前 ⇒ 変更後 

盛岡 13：40発 日詰 14：02着 日詰駅 ⇒ 北上駅 北上  14：31着 6/2、3 

 

＜下り＞ 

運 転 区 間 
始発駅 

北上駅時刻 運転日 
変更前  変更後 

日詰 14：10発 盛岡 14：34着 日詰駅 ⇒ 北上駅 北上  13：45発 6/2、3 

※ 盛岡～日詰間は定期列車と同時刻で運転します。 

※ 701系 2両編成（定員 268名）のところ 701系 4両編成（定員 536名）で運転します。 

 
３ 盛岡駅の入場規制について 

【6 月 2 日（土）】         【6 月 3 日（日）】 

盛岡駅では 14 時 30 分より入場規制を行い 

方面別、列車別にご案内いたします。 

東北本線、花輪線、IGR いわて銀河鉄道線を

ご利用のすべてのお客さまは東口バスプール付

近でお並びいただきます。 

盛岡駅では 13 時 30 分より入場規制を行い 

方面別、列車別にご案内いたします。 

東北本線、花輪線、IGR いわて銀河鉄道線を

ご利用のすべてのお客さまは東口バスプール付

近でお並びいただきます。 

※ 詳しい乗車方法につきましては、別紙をご覧ください。 

 

 ４ その他 

・天候やその他の理由により編成等が変更となる場合がございます。 

・盛岡～一ノ関間で運転する定期列車もあわせてご利用ください。詳しくは、6月号時刻表 

をご覧ください。 

・あらかじめお帰りのきっぷをお買い求めのうえ、ご利用ください。また、混雑状況によりご希望 

の列車にご乗車できない場合がございますので、ご了承ください。  

   ・東北絆まつり 2018 盛岡については公式ホームページ（http://tohoku-kizunamatsuri.jp/）を 

ご覧ください。 

 

 

http://tohoku-kizunamatsuri.jp/


【別紙】 



【別紙】 
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