
10月19日(土)より、浅草～栃木（一部新鹿沼）間で運転再開しております。
【栃木から新鹿沼方面の乗換列車】
　・（新栃木乗換）…栃木で東武宇都宮行に乗換、新栃木で新鹿沼行きに乗換
　
【新鹿沼～下今市間のバス代行】

　・１時間に１～２台程度運転する予定です。　　・道路事情もありバスの発着時刻は決まっておりません。
　・ご乗車いただけない場合がありますのでご了承下さい。

※以下の特急列車は通常どおり運転いたします。
　スカイツリーライナー１号（平日）、スカイツリーライナー３号、スカイツリーライナー５号、
　スカイツリーライナー７号（土休日）、アーバンパークライナー１号（平日）

列車名 始発駅 発車時刻 行先 到着時刻
栃木から新鹿沼方面の

乗換列車
備考

リバティけごん１号・リバティ会津１０１号 浅草 6:30 栃木 7:39
栃木7:43発、新鹿沼8:08着

（新栃木乗換）

リバティけごん３号 浅草 7:00 栃木 8:13 ー 土休日運転

けごん５号 浅草 7:30 新鹿沼 8:54 ー

きぬ１０７号 浅草 8:00 栃木 9:08
栃木9:16発、新鹿沼10:05着

（新栃木乗換）

リバティけごん１１号・リバティ会津１１１号 浅草 9:00 栃木 10:11 ー

けごん１３号 浅草 9:30 栃木 10:38 栃木10:41発、新鹿沼11:09着

きぬ１１５号 浅草 10:00 新鹿沼 11:23 ー

リバティけごん１７号・リバティ会津１１7号 浅草 11:00 栃木 12:08 ー

きぬ１１９号 浅草 11:30 栃木 12:38 栃木12:41発、新鹿沼13:06着

けごん２１号 浅草 12:30 栃木 13:38 栃木13:41発、新鹿沼14:07着

リバティけごん２３号 浅草 13:00 栃木 14:08 ー 土休日運転

きぬ１２５号 浅草 13:30 栃木 14:38
栃木14:41発、新鹿沼15:06着

（新栃木乗換）

きぬ１２７号 浅草 14:00 新鹿沼 15:23 ー 土休日運転

リバティけごん２９号・リバティ会津１２９号 浅草 14:30 栃木 15:38 栃木15:45発、新鹿沼16:13着

けごん３１号 浅草 15:00 栃木 16:08 栃木16:38発、新鹿沼17:10着

けごん３３号 浅草 16:00 新鹿沼 17:22 ー

きぬ１３５号 浅草 17:00 栃木 18:09 栃木18:22発、新鹿沼18:47着

きぬ１３９号 浅草 18:00 栃木 19:11 栃木19:24発、新鹿沼19:50着

しもつけ２８３号 浅草 18:20 東武宇都宮 20:20 新栃木19:53発、新鹿沼20:14着

きぬ１４３号 浅草 19:00 栃木 20:11 栃木20:46発、新鹿沼21:11着

リバティけごん４７号 浅草 20:00 栃木 21:18
栃木21:22発、新鹿沼22:15着

（新栃木乗換）

けごん５１号 浅草 21:00 栃木 22:11 栃木22:24発、新鹿沼22:49着

けごん２５５号 浅草 22:00 新栃木 23:16 ー

リバティけごん２５７号 浅草 22:50 新栃木 0:05 ー

※SL大樹は通常どおり運転いたします。

10月19日(土)～10月23日(水)までの浅草～栃木(一部新鹿沼)間　特急列車の運転について

　・運転見合せ区間の新鹿沼～下今市間は７時から１９時頃の間でバス代行を行います。

日光線関係　特急列車臨時時刻表　【下り列車（浅草→栃木・新鹿沼方面）】
（２０１９年１０月１９日（土）から）

※10月24日(木)より、始発から全線通常ダイヤで運転を再開いたします。(JR線直通特急および東武線内発着の臨時特急含む)



10月19日(土)より、浅草～栃木（一部新鹿沼）間で運転再開しております。
【新鹿沼からの乗換列車】
・（新栃木乗換）…新栃木で栃木行に乗換
　
【新鹿沼～下今市間のバス代行】

　・１時間に１～２台程度運転する予定です。　　・道路事情もありバスの発着時刻は決まっておりません。
　・ご乗車いただけない場合がありますのでご了承下さい。

※以下の特急列車は通常どおり運転いたします。
　スカイツリーライナー２号、スカイツリーライナー４号
　なお、きぬ１１２号は春日部始発８時５６分で運転いたします。

列車名 始発駅 発車時刻 行先 到着時刻
新鹿沼からの

乗換列車
備考

けごん２０６号 新栃木 5:44 浅草 7:06 新鹿沼5:13発、新栃木5:33着

リバティけごん２０８号 新栃木 6:03 浅草 7:33 新鹿沼5:33発、新栃木5:53着

きぬ１１０号 新鹿沼 7:19 浅草 8:49 ー

しもつけ２８２号 東武宇都宮 7:00 浅草 9:11 ー

リバティけごん１４号・リバティきぬ１１４号 栃木 9:36 浅草 10:45 新鹿沼8:50発、栃木9:15着

きぬ１１６号 栃木 10:07 浅草 11:15 新鹿沼9:30発、栃木9:56着

けごん１８号 新鹿沼 10:21 浅草 11:45 ー

きぬ１２０号 栃木 11:07 浅草 12:15 ー

リバティけごん２２号 栃木 11:25 浅草 12:35 新鹿沼10:39発、栃木11:10着 土休日運転

けごん２４号 新鹿沼 11:51 浅草 13:15 ー

リバティけごん２８号・リバティ会津１２８号 新鹿沼 12:50 浅草 14:15 ー

きぬ１３０号 栃木 14:07 浅草 15:15
新鹿沼13:07発、栃木13:32着

（新栃木乗換）

リバティけごん３２号・リバティ会津１３２号 新鹿沼 14:51 浅草 16:16 ー

けごん３４号 栃木 15:37 浅草 16:45
新鹿沼15:02発、栃木15:30着

（新栃木乗換）

けごん３６号 新鹿沼 15:50 浅草 17:15 ー

きぬ１３８号 栃木 16:37 浅草 17:45 新鹿沼16:08発、栃木16:33着

リバティけごん４０号・リバティ会津１４０号 新鹿沼 16:51 浅草 18:15 ー

けごん４４号 新鹿沼 17:50 浅草 19:15 ー

けごん４６号 栃木 18:52 浅草 20:05 新鹿沼18:04発、栃木18:29着

きぬ１５０号 栃木 20:26 浅草 21:35 新鹿沼19:56発、栃木20:21着

※SL大樹は通常どおり運転いたします。

10月19日(土)～10月23日(水)までの浅草～栃木(一部新鹿沼)間　特急列車の運転について

日光線関係　特急列車臨時時刻表　【上り列車（新鹿沼・栃木→浅草方面）】
（２０１９年１０月１９日（土）から）

　・運転見合せ区間の新鹿沼～下今市間は７時から１９時頃の間でバス代行を行います。

※10月24日(木)より、始発から全線通常ダイヤで運転を再開いたします。(JR線直通特急および東武線内発着の臨時特急含む)


