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日本全国 JR特急路線図
2022年3月ダイヤ改正データ対応
Railway Lines of JR Limited Express Of All Japan

Responded to the timetable revision in March 2022

JR特急列車索引（五十音順）
JR Limited Express Train Index (Japanese alphabetical order)

※特定日（休日のみ）運行、被災運休、周遊列車などの理由で未掲載のJR特急です
*Not posted for various reasons such as operation only on holidays and suspension.

2022年2月号の『JR時刻表【（株）交通新聞社発行】』に掲載された特急情報を基準に、各地方のJR特急路線図を作成しています
The route map for each region was created based on the information provided in the timetable of the February 2022 issue.

路線名称の右にある番号（例：5）は、各地方のJR特急路線図の右下に記載された番号に対応しています
The number on the right side of the limited express name is connected to the page number on the lower right side of the route map of each region.

北斗 -Hokuto-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

サンライズ出雲・瀬戸 -Sunrise Izumo and Seto-

　　・・・4 南関東 /5 東海 /7 中国 /8 四国版 (South Kanto / Tokai / Chugoku / Shikoku)

むろと -Muroto-・・・8 四国版 (Shikoku)

モーニング EXP 高松 -MorningEXP Takamatsu-・・・8 四国版 (Shikoku)

モーニング EXP 松山 -MorningEXP Matsuyama-・・・8 四国版 (Shikoku)

やくも -Yakumo-・・・7 中国版 (Chugoku)

わかしお -Wakashio-・・・4 南関東版 (South Kanto)

ライラック -Li lac-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

ゆふ -Yufu-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

ゆふいんの森 -Yufuin no Mori-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

みどり -Midori-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

まいづる -Maizuru-・・・6 近畿版 (Kinki)

らくラクはりま -Rakuraku Harima-・・・6 近畿版 (Kinki)

にちりん -Nichirin-・・・9 北九州 / 10 南九州版 (North Kyushu / South Kyushu)

にちりんシーガイア -Nichirin Sea Gaia-

　　・・・9 北九州 / 10 南九州版 (North Kyushu / South Kyushu)

フラノラベンダーエクスプレス -Furano Lavender Express-・・・北海道 (Hokkaido)

新宿さざなみ -Shinjuku Sazanami-・・・南関東 (South Kanto)

花嫁のれん -Hanayome Noren-・・・日本海 (Hokuriku)

伊予灘ものがたり -Iyonada Monogatari-・・・四国 (Shikoku)

かわせみ やませみ -Kawasemi Yamasemi-・・・南九州 (South Kyushu)

いさぶろう -Isaburo-・・・南九州 (South Kyushu)

しんぺい -Shinpei-・・・南九州 (South Kyushu)

36ぷらす 3 -36 plus 3-・・・北九州 /  南九州 (North Kyushu / South Kyushu)

四国まんなか千年ものがたり -Shikoku Mannaka Mil lennium Story-・・・四国 (Shikoku)

志国土佐 時代の夜明けのものがたり -Story of The Dawn of The Tosa Era-・・・四国 (Shikoku)

単一地方で運行する特急  Limited express for only one region

複数地方を運行する特急  Limited express that runs in multiple regions

本路線図未掲載の主な特急  Limited express not listed in this route map

 あかぎ -Akagi-・・・3 北関東版 (North Kanto)

あしずり -Ashizuri-・・・8 四国版 (Shikoku)

あずさ -Azusa-・・・3 北関東版 (North Kanto)

あそ -Aso-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

あそぼーい！ -Aso Boy-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

九州横断特急 -Trains-Kyushu Limited Express-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

いしづち -Ishizuchi-・・・8 四国版 (Shikoku)

しおかぜ -Shiokaze-・・・8 四国版 (Shikoku)

伊那路 -Inaji-・・・5 東海版 (Tokai)

いなほ -Inaho-・・・2 日本海版 (Tohoku)

うずしお -Uzushio-・・・8 四国版 (Shikoku)

海幸山幸 -Umisachi Yamasachi-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

宇和海 -Uwakai-・・・8 四国版 (Shikoku)

踊り子 -Odoriko-・・・4 南関東版 (South Kanto)

さざなみ -Sazanami-・・・4 南関東版 (South Kanto)

しおさい -Shiosai-・・・4 南関東版 (South Kanto)

サフィール踊り子 -Saphir Odoriko-・・・4 南関東版 (South Kanto)

かいじ -Kaiji-・・・3 北関東版 (North Kanto)

草津 -Kusatsu-・・・3 北関東版 (North Kanto)

カムイ -Kamui-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

サロベツ -Sarobetsu-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

かもめ -Kamome-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

きぬがわ -Kinugawa-・・・3 北関東版 (North Kanto)

きのさき -Kinosaki-・・・6 近畿版 (Kinki)

くろしお -Kuroshio-・・・6 近畿版 (Kinki)

こうのとり -Kounotori-・・・6 近畿版 (Kinki)

サンダーバード -Thunderbird-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

きらめき -Kirameki-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

きりしま -Kirishima-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

おはようエクスプレス -Ohayo Express-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

オホーツク -Okhotsk-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

おやすみエクスプレス -Oyasumi Express-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

かいおう -Kaio-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

A 列車でいこう -A Train-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

おうめ -Ome-・・・4 南関東版 (South Kanto)

おおぞら -Ozora-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

指宿のたまて箱 -Ibusuki no Tamatebako-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

しなの -Shinano-・・・5 東海版 (Tokai)

スワローあかぎ -Swallow Akagi-・・・3 北関東版 (North Kanto)

しまんと -Shimanto-・・・8 四国版 (Shikoku)

剣山 -Tsurugisan-・・・8 四国版 (Shikoku)

南風 -Nanpu-・・・8 四国版 (Shikoku)

スーパーいなば -Super Inaba-・・・7 中国版 (Chugoku)

スーパーおき -Super Oki-・・・7 中国版 (Chugoku)

はまかぜ -Hamakaze-・・・7 中国版 (Chugoku)

スーパーはくと -Super Hakuto-・・・7 中国版 (Chugoku)

スーパーまつかぜ -Super Matsukaze-・・・7 中国版 (Chugoku)

南紀 -Nanki-・・・5 東海版 (Tokai)

ひだ -Hida-・・・5 東海版 (Tokai)

ふじかわ -Fujikawa-・・・5 東海版 (Tokai)

湘南 -Shonan-・・・4 南関東版 (South Kanto)

成田エクスプレス -Narita Express-・・・4 南関東版 (South Kanto)

はちおうじ -Hachioji-・・・4 南関東版 (South Kanto)

ふじさん -Fujisan-・・・4 南関東版 (South Kanto)

ときわ -Tokiwa-・・・3 北関東版 (North Kanto)

ひたち -Hitachi-・・・3 北関東版 (North Kanto)

富士回遊 -Fuji Excursion-・・・3 北関東版 (North Kanto)

日光 -Nikko-・・・3 北関東版 (North Kanto)

すずらん -Suzuran-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

宗谷 -Soya-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

大雪 -Taisetsu-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

とかち -Tokachi-・・・1 北海道版 (Hokkaido)

ソニック -Sonic-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

ハウステンボス -Huis Ten Bosch-・・・9 北九州版 (North Kyushu)

スペーシアきぬがわ -Spacia Kinugawa-・・・3 北関東版 (North Kanto)

はしだて -Hashidate-・・・6 近畿版 (Kinki)

はるか -Haruka-・・・6 近畿版 (Kinki)

びわこエクスプレス -Biwako Express-・・・6 近畿版 (Kinki)

はやとの風 -Hayato no Kaze-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

ひゅうが -Hyuga-・・・ 10 南九州版 (South Kyushu)

しらさぎ -Shirasagi-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

しらゆき -Shirayuki-・・・2 日本海版 (Tohoku)

ダイナスター -Dinostar-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

能登かがり火 -Noto Kagaribi-・・・2 日本海版 (Hokuriku)

つがる -Tsugaru-・・・2 日本海版 (Tohoku)
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◆ 強調される駅（以下、強調駅）の条件について (*Japanese only)
 以下の7つの条件うち、どれか1つでも条件に合えば駅を強調駅とします　
 経由する特急系統が１つでも条件に合えば強調駅となり、複数の地方で表示される場合も統一します
　 ① 各都道府県の庁舎所在地の代表となる駅（注：兵庫県は「三ノ宮」、鹿児島県は「鹿児島」）
　 ② 新幹線（ミニ新幹線を除く）接続駅
　 ③ 運行にてスイッチバック（方向転換）が生じる駅
　 ④ 乗り入れる各私鉄線との境界駅（注：日光・きぬがわ系統は、実際の昇降駅である「栃木」）
　 ⑤ 運行される特急として距離が最長となる起点・終点駅
　 ⑥ 運行される特急本数の1/4（25%）以上が起点・終点と定められている駅
　 ⑦ 特急の一部または全部が、普通・快速へと種別を変更して走る区間の起点・終点駅
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【強調駅でよくある表記】

赤色の特急系統では最長の起点・終点
駅（⑤に該当する）なので強調駅です
が、緑色の特急系統では通過します


