
区所名 松本⾞両センター 令和 4 年 3 ⽉ 12 ⽇改正
⾞種 EC 形式 E353

組 E353系基本 編成 TcMM'M2TTsmM'Tc'

22:45⑦ 60M
あずさ60号 20:10②

3111M 11:14①
9:30⑩ (富⼠回遊11号併結) かいじ11号
14:04⑩ 3124M

かいじ24号 12:32②
回5135M

5135M 17:05①
15:15① かいじ35号

21:37⑩ 3156M
かいじ56号 20:14②

回3361M

回3362M

9M 11:40③
9:00⑩ あずさ9号
16:24⑨ 34M

あずさ34号 13:45②
回5143M

5143M 19:08①
17:15② かいじ43号

22:07⑦ 3158M
かいじ58号 20:36②

回5159M

5159M 0:37①
22:45① かいじ59号

22

⾞両運⽤表 ⼟休・基本編成

⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結

3
|
1

○

▲
●

△

⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本 ⼤町⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾

2
|
1

○

△

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹

明科 ⻑野 併結

1 ●
△

21

甲府 ⻯王 松本 ⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾 ⼤⽉ 河⼝千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥ ⽴川 拝島



回5007M
回送

10:39① 5106M
かいじ6号 7:43②

回5106M

17M 13:35③
11:00⑨ あずさ17号
16:24⑨ 38M

あずさ38号 14:50③
回5151M

5151M 21:16②
19:15① かいじ51号

回5050M

10:36②
8:46②

回5110M

回45M

45M 20:41③
18:00⑨ あずさ45号

10:01① あずさ8号
5008M 7:10②

回5008M

回3119M

3119M 13:04①
11:30⑨ かいじ19号
16:04⑦ 3132M

かいじ32号 14:30②
回5041M

5041M 19:41③
16:45① あずさ41号

11:06② 5012M
あずさ12号 8:10②

回5012M

21M 14:35②
12:00⑨ あずさ21号
18:05⑨ 42M

あずさ42号 15:10②
3147M 20:16②

18:30⑨ かいじ47号
回3046M

⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結

7

●

△

⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本 ⼤町⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾

6

●

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王

併結

5

○

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹

松本 ⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野⼋王 ⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王三鷹 豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多

4

○

▲
●

△

千葉 幕張 東京 新宿 中野

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹



回3003M

8:42② 3102M
かいじ2号 6:58②
13M 12:38②

10:00⑨ あずさ13号
15:42⑩ 30M

あずさ30号 13:10②
37M 18:30④

16:00⑩ あずさ37号

11:53⑨ 16M
あずさ16号 9:10②
3123M 14:03①

12:30⑨ かいじ23号
16:58⑦ 3136M

(富⼠回遊36号併結) かいじ36号 15:15②
回3136M

回1M

1M 9:39④
7:00⑨ あずさ1号
14:42⑨ 26M

あずさ26号 12:10②
33M 17:38②

15:00⑨ あずさ33号
21:15⑨ 54M

あずさ54号 18:40②
回54M

23

24
24

10

○

▲
●

△

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹

⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結

9
|
1

●

△

⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本 ⼤町⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾

8

○

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹



回5M

5M 11:59②
8:00⑨ あずさ5号
19:06⑩ 46M

あずさ46号 15:00②
53M 22:38④

20:00⑩ あずさ53号

9:25② 5004M
あずさ4号

回5004M

回3115M

3115M 12:05①
10:30⑩ かいじ15号
15:04⑨ 3124M

かいじ28号 13:32②
回5139M

5139M 18:06①
16:15① かいじ39号

20:37⑩ 3152M
かいじ52号 19:02②
55M 23:49③

21:00⑩ あずさ55号

12:44⑨ 18M
あずさ18号 10:10②
3127M 15:30①

13:30⑨ かいじ27号
17:51⑦ 3140M

かいじ40号 16:11②
回3140M

回3142M

回5157M

5157M 23:37①
21:45① かいじ57号

25

⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結

13
|
1

●

△

⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本 ⼤町⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾

12

●

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王

併結

11
｜
1

○

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹

松本 ⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野⼋王 ⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王三鷹 豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多千葉 幕張 東京 新宿 中野



11:32② 3114M
かいじ14号 9:43②

回5114M

25M 15:37③
13:00⑩ あずさ25号

20:51⑩ 5050M
あずさ50号 17:20③

回5050M

回5003M

5003M 10:24②
6:38⑧ (富⼠回遊3号併結) あずさ3号

13:42⑨ 22M
あずさ22号 11:10②
3131M 16:04①

14:30⑨ かいじ31号
19:27⑦ 3148M

(富⼠回遊48号併結) かいじ48号 17:48②
回3148M

回3107M

3107M 10:04①
8:30⑨ (富⼠回遊7号併結) かいじ7号
13:04⑩ 3120M

かいじ20号 11:32②
29M 16:40③

14:00⑩ あずさ29号

18:43⑨ 44M
(富⼠回遊44号併結) あずさ44号 15:50②

49M 21:46③
19:00⑨ あずさ49号

本内容は個⼈調査のため、内容の正確性は保証しません。 令和 4 年 3 ⽉ 16 ⽇ 作成者  鉄道ファンの待合室 https://train-fan.com/contact/
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26
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⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結

17
●

▲

26

⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本 ⼤町⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王 ⾼尾

16
|
1

○

▲

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹 豊⽥

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王

併結

15
|
1

○

△

千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹

松本 ⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野⼋王 ⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王三鷹 豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多

14

○

▲
●

△

千葉 幕張 東京 新宿 中野

⼤町 ⽩⾺ ⼩⾕ 明科 ⻑野 併結⾼尾 ⼤⽉ 河⼝ 甲府 ⻯王 松本豊⽥ ⽴川 拝島 ⻘梅 奥多 ⼋王千葉 幕張 東京 新宿 中野 三鷹


