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平成 22年 2月 10日 

 

 

ダイヤ変更についてのお知らせ 

 

 

  近鉄では、平成２2年３月19日（金）に一部の線区を除いてダイヤ変更を行います。 

  今回のダイヤ変更では、平城遷都１３００年祭開催に伴い、近鉄名古屋～大和西大寺間の特

急列車の運転、停車駅の追加などを行います。また、お客様のご利用状況を勘案して、大阪・

名古屋～伊勢志摩間の特急列車の一部削減ならびに運転区間の変更、一般列車の一部削減等、

運転本数を見直します。 

ダイヤ変更の詳細は下記のとおりです。 

   

記 

 
Ⅰ．実 施 日   平成２２年３月１９日（金） 

 

Ⅱ．対象線名   全線（但し、けいはんな線、生駒鋼索線を除く） 

 

Ⅲ．主な変更点 

1．特急列車関係 

    （１）平城遷都１３００年祭に伴う特急列車の運転 

     （土休日ダイヤ） 

近鉄名古屋～大和西大寺間特急列車を１往復運転します。 

①近鉄名古屋発（8 時 30 分）大阪難波行き特急に 2 両を併結、大和八木で

切り離して大和西大寺まで運転。 

 ②大和西大寺発（16時 30分）近鉄名古屋行きを運転、大和八木で大阪難波

発（16時 30分）近鉄名古屋行き特急に併結して近鉄名古屋まで運転。 

         運転日 ４/２４～１１/７（６/２６、７/３１、８/１、９/２６を除く）の土休日 

 

    （２）停車駅の追加 

     （土休日ダイヤ） 

       橿原線西ノ京に、京都～橿原神宮前間の特急を停車します。 

【下り】京都発     ８時４５分～１６時４５分    10 本 

       【上り】橿原神宮前発 １０時３３分～１６時５4分      8 本 

        ※京都～伊勢志摩間の特急は停車しません。 

 

（３）特急列車の運転区間の延長 

     （平日ダイヤ） 

       大阪難波発（23時 10分）大和八木行最終特急を名張行に変更します。 
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（４）特急列車の削減  

運 転 区 間 平日ダイヤ 土休日ダイヤ 

大阪難波・大阪上本町～賢島 １本 ３本 

近鉄名古屋～賢島 １本 ２本 

計 ２本 ５本 

 

   （５）削減列車等に伴う運転区間の延長 

運 転 区 間 平日ダイヤ 土休日ダイヤ 備  考 

大阪難波・大阪上本町～宇治山田・鳥羽 １本 ３本 賢島まで延長 

近鉄名古屋～宇治山田・鳥羽 ２本 ３本 鳥羽・賢島まで延長

計 ３本 ６本  

 

   （６）特急列車の運転区間の縮小 

運 転 区 間 平日ダイヤ 土休日ダイヤ 備  考 

大阪上本町～鳥羽 １３本 １３本 宇治山田・松阪発着に変更

近鉄名古屋～宇治山田・鳥羽 １６本 １８本 宇治山田・松阪発着に変更

計 ２９本 ３１本  

※ 3/19～4/4、 4/29～5/5、 7/17～8/31、 9/18～9/20、 

10/9～10/11、12/29～1/10は宇治山田発着を鳥羽発着として運転区間を 

延長して運転します。（一部の列車を除く） 

 

２．一般列車関係  

（１）列車の削減 

線 名 平日ダイヤ 土休日ダイヤ 

奈良線 2本 2 本 

京都、橿原、天理線 １１本 １５本 

大阪、信貴線 １８本 ２１本 

南大阪、長野線 ６本 １０本 

吉野線 １２本 ２２本 

山田、志摩、鈴鹿線 ５本 ６本 

計 ５４本 ７６本 

         ※上記の他、一部区間で列車の削減、運転区間の変更等を行います。 

      

（２）停車駅の追加 

      （平日ダイヤ） 

      【下り】奈良線大阪難波発（７時５６分）奈良行快速急行の停車駅に菖蒲池を追加し

ます。 

          ただし、近畿大学付属小学校・幼稚園の休校日は停車しません。 

（以 上） 
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詳 細 

1．特急列車関係 

（１）平城遷都１３００年祭に伴う特急列車の運転 

（土休日ダイヤ）  

往路 （主要駅からの発着時刻） 

 近鉄名古屋 桑 名 近鉄四日市 白 子 津 名張 大和八木 大和西大寺

着時刻 ― 8：46 8：58 9：09 9：19 9：54 10：17 10：42 

発時刻 8：30 8：47 8：59 9：10 9：20 9：55 10：22 ― 

復路 

 大和西大寺 大和八木 名張 津 白 子 近鉄四日市 桑 名 近鉄名古屋

着時刻 ― 16：54 17：24 17：59 18：09 18：22 18：33 18：51 

発時刻 16：30 17：04 17：25 18：00 18：10 18：23 18：34 ― 

 

    （２）停車駅の追加 

     （土休日ダイヤ） 

       橿原線西ノ京に、京都～橿原神宮前間の特急を停車します。 

        【下り】京都発     ８時４５分～１６時４５分  10本 

       【上り】橿原神宮前発 １０時３３分～１６時５4分   8 本 

※京都～伊勢志摩間の特急は停車しません。 

 

（３）特急列車の運転区間の延長 

     （平日ダイヤ） 

       大阪難波発（23時 10分）大和八木行最終特急を名張行に変更します。 

    発着時刻 

 大阪難波 大阪上本町 鶴 橋 大和高田 大和八木 榛 原 名 張 

着時刻 ― 23：12 23：15 23：36 23：41 23：52 0：04 

発時刻 23：10 23：13 23：16 23：37 23：42 23：53 ― 

 

   （４）特急列車の削減 

    （平日ダイヤ） 

     阪伊 ・大阪上本町発（９時２５分）賢島行特急 

     名伊 ・近鉄名古屋発（９時２５分）賢島行特急 

    （土休日ダイヤ） 

     阪伊 ・大阪難波発（１１時２０分）賢島行特急 

        ・賢島発（１４時００分）大阪難波行特急 

        ・賢島発（１６時００分）大阪上本町行特急 

     名伊 ・近鉄名古屋発（１１時２５分）賢島行特急 

・賢島発（１３時４０分）近鉄名古屋行特急 

    

（５）削減列車等に伴う運転区間の延長 

    （平日ダイヤ） 

     阪伊 ・大阪上本町発（９時１０分）鳥羽行特急を賢島行に変更 

     名伊 ・近鉄名古屋発（９時１０分）鳥羽行特急を賢島行に変更 

        ・宇治山田発（７時４４分）近鉄名古屋行特急を鳥羽発に変更 
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（土休日ダイヤ） 

     阪伊 ・大阪難波発（１１時０５分）宇治山田行特急を賢島行に変更 

        ・宇治山田発（１４時４８分）大阪難波行特急を賢島発に変更 

        ・宇治山田発（１６時４８分）大阪難波行特急を賢島発に変更 

     名伊 ・近鉄名古屋発（１１時１０分）宇治山田行特急を賢島行に変更 

        ・宇治山田発（７時４４分）近鉄名古屋行特急を鳥羽発に変更 

        ・宇治山田発（１４時１３分）近鉄名古屋行特急を賢島発に変更 

    

（６）特急列車の運転区間の縮小 

     （平日ダイヤ） 

      阪伊 ・大阪上本町発（６時５０分、７時５０分、８時５０分、９時５０分、 

          １０時５０分、１１時５０分）鳥羽行特急を宇治山田行に変更 

         ・鳥羽発（７時３８分）大阪上本町行特急を松阪発に変更 

         ・鳥羽発（９時１６分、１０時１６分、１１時１６分、１２時１６分、 

          １３時１６分、１４時１６分）大阪上本町行特急を宇治山田発に変更 

      名伊 ・近鉄名古屋発（７時５０分、８時５０分、９時５０分、１０時５０分、 

          １１時５０分、１２時５０分）鳥羽行特急を宇治山田行に変更 

         ・近鉄名古屋発（１９時１５分、２０時１５分）宇治山田行特急を松阪行に

変更 

         ・鳥羽発（７時１７分）近鉄名古屋行特急を宇治山田発に変更 

         ・鳥羽発（８時４０分）近鉄名古屋行特急を松阪発に変更 

         ・鳥羽発（９時４０分、１０時４０分、１１時４０分、１２時４０分、 

１３時４０分、１４時４０分）近鉄名古屋行特急を宇治山田発に変更 

     （土休日ダイヤ） 

      阪伊 ・大阪上本町発（６時５０分、７時５０分、８時５０分、９時５０分、 

          １０時５０分、１１時５０分）鳥羽行特急を宇治山田行に変更 

         ・鳥羽発（７時３５分）大阪上本町行特急を松阪発に変更 

         ・鳥羽発（９時１６分、１０時１６分、１１時１６分、１２時１６分、 

          １３時１６分、１４時１６分）大阪上本町行特急を宇治山田発に変更 

      名伊 ・近鉄名古屋発（７時５０分、８時５０分、９時５０分、１０時５０分、 

          １１時５０分、１２時５０分）鳥羽行特急を宇治山田行に変更 

・近鉄名古屋発（１９時１５分、２０時１５分、２１時０２分、２２時０５分） 

          宇治山田行特急を松阪行に変更 

         ・鳥羽発（７時１７分、９時４０分、１０時４０分、１１時４０分 

          １２時４０分、１３時４０分、１４時４０分）近鉄名古屋行特急を宇治山

田発に変更 

         ・鳥羽発（８時４２分）近鉄名古屋行特急を松阪発に変更 

         ※3/19～4/4、4/29～5/5、7/17～8/31、9/18～9/20、 

          10/9～10/11、12/29～1/10は鳥羽発着として運転区間を延長 

して運転します。（一部の列車を除く） 
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２．一般列車関係  

（１）列車の削減（主な削減列車） 

   ①奈良線（平日2本 土休日2本を削減） 

※東花園～大阪難波間の普通および大阪難波～近鉄奈良間の準急を他の列車と

統合 

   （平日ダイヤ） 

・東花園発（５時２６分）大阪難波行普通 

   ・大阪難波発（６時０７分）近鉄奈良行準急 

（土休日ダイヤ） 

   ・東花園発（５時５５分）大阪難波行普通 

   ・大阪難波発（６時３８分）近鉄奈良行準急 

 

②京都、橿原、天理線（平日１１本 土休日１５本を削減） 

 ※主に京都線、新田辺～京都間の準急を他の列車と統合 

（平日ダイヤ） 

   ・近鉄奈良発（５時５６分）京都行急行 

   ・新田辺発（６時５６分）京都行準急 

   ・京都発（６時３９分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（７時２０分）大和西大寺行普通 

   ・京都発（７時３０分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（１６時０３分）京都行準急 

   ・京都発（１６時３５分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（１７時０５分）京都行準急 

   ・京都発（１７時３６分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（１８時０５分）京都行準急 

   ・京都発（１８時３７分）新田辺行準急 

   （土休日ダイヤ） 

   ・新田辺発（６時１５分）京都行準急 

   ・京都発（６時１９分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（６時２８分）京都行普通 

   ・新田辺発（７時０２分）京都行普通 

   ・京都発（７時０９分）大和西大寺行普通 

   ・大和西大寺発（７時３２分）新田辺行普通 

   ・京都発（７時４５分）大和西大寺行普通 

   ・新田辺発（１７時０５分）京都行準急 

   ・新田辺発（１７時３５分）京都行準急 

   ・京都発（１７時４０分）新田辺行準急 

   ・新田辺発（１８時０５分）京都行準急 

   ・京都発（１８時１０分）新田辺行準急 

   ・京都発（１８時４０分）新田辺行準急 

   ・大和西大寺発（５時４９分）天理行普通 

   ・天理発（７時２６分）大和西大寺行普通 

 

③大阪、信貴線（平日１８本 土休日２１本を削減） 

 ※主に信貴線で９時台～１６時台の１時間当たりの列車本数を４本から３本に 

変更 
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 （平日ダイヤ） 

 ・高安発（８時１０分）大阪上本町行普通 

 ・青山町発（１９時３２分）名張行普通 

 ・河内山本発（９時０４分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（９時１２分）河内山本行普通 

 ・信貴山口発（１０時０１分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１０時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１１時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１１時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１２時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１２時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１３時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１３時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１４時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１４時１１分）信貴山口行普通 

・信貴山口発（１５時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１５時１１分）信貴山口行普通 

・信貴山口発（１６時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１６時１１分）信貴山口行普通 

 （土休日ダイヤ） 

 ・名張発（６時３２分）青山町行普通 

 ・青山町発（６時４５分）大阪上本町行区間快速 

 ・高安発（７時２０分）大阪上本町行普通 

 ・高安発（２０時５３分）大阪上本町行普通 

 ・大阪上本町発（２１時００分）高安行普通 

 ・河内山本発（９時０４分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（９時１２分）河内山本行普通 

 ・信貴山口発（１０時０１分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１０時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１１時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１１時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１２時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１２時１０分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１３時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１３時１１分）信貴山口行普通 

 ・信貴山口発（１４時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１４時１１分）信貴山口行普通 

・信貴山口発（１５時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１５時１１分）信貴山口行普通 

・信貴山口発（１６時０３分）河内山本行普通 

 ・河内山本発（１６時１１分）信貴山口行普通 

 

④南大阪、長野線（平日6本 土休日１０本を削減） 

 ※主に南大阪線大阪阿部野橋～藤井寺間の普通を他の列車と統合 

（平日ダイヤ） 

 ・藤井寺発（５時５８分）大阪阿部野橋行普通 
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 ・大阪阿部野橋発（６時０６分）藤井寺行普通 

 ・藤井寺発（６時１６分）大阪阿部野橋行普通 

 ・大阪阿部野橋発（６時３７分）古市行普通 

 ・大阪阿部野橋発（２０時３０分）橿原神宮前行急行 

 ・古市発（２２時４３分）大阪阿部野橋行普通 

 （土休日ダイヤ） 

 ・藤井寺発（６時０４分）大阪阿部野橋行普通 

・藤井寺発（６時２１分）大阪阿部野橋行普通 

 ・大阪阿部野橋発（６時４１分）藤井寺行普通 

 ・橿原神宮前発（７時２２分）大阪阿部野橋行区間急行 

・橿原神宮前発（７時５４分）大阪阿部野橋行区間急行 

 ・大阪阿部野橋発（８時３０分）古市行急行 

 ・藤井寺発（２２時５１分）大阪阿部野橋行普通 

 ・大阪阿部野橋発（２３時５０分）河内天美行普通 

 ・古市発（７時１７分）富田林行普通 

 ・富田林発（７時５１分）大阪阿部野橋行準急 

 

⑤吉野線（平日１2本 土休日2２本を削減） 

        ※橿原神宮前～壺阪山、吉野口間の普通を他の列車と統合 

 （平日ダイヤ） 

 ・橿原神宮前発（１６時２０分）吉野口行普通 

 ・吉野口発（１６時５０分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１７時５４分）壺阪山行普通 

 ・壺阪山発（１８時１９分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１８時２２分）吉野口行普通 

 ・吉野口発（１８時５０分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（２０時２３分）吉野口行普通 

 ・吉野口発（２０時５１分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（２０時５４分）壺阪山行普通 

 ・橿原神宮前発（２１時２５分）壺阪山行普通 

 ・壺阪山発（２１時２９分）橿原神宮前行普通 

 ・壺阪山発（２１時４４分）橿原神宮前行普通 

 （土休日ダイヤ） 

 ・六田発（６時１２分）吉野行普通 

 ・橿原神宮前発（１４時５２分）吉野口行普通 

 ・橿原神宮前発（１５時２５分）壺阪山行普通 

 ・吉野口発（１５時３４分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１５時５１分）吉野口行普通 

 ・壺阪山発（１６時１３分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１６時２６分）壺阪山行普通 

 ・吉野口発（１６時３５分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１６時５３分）吉野口行普通 

 ・壺阪山発（１７時１２分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１７時２５分）壺阪山行普通 

 ・吉野口発（１７時３４分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（１７時５１分）吉野口行普通 
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 ・壺阪山発（１８時１３分）橿原神宮前行普通 

・橿原神宮前発（１８時２２分）壺阪山行普通 

 ・吉野口発（１８時３５分）橿原神宮前行普通 

 ・壺阪山発（１８時５７分）橿原神宮前行普通 

 ・吉野口発（２０時１９分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（２０時２１分）吉野口行普通 

 ・吉野口発（２０時５０分）橿原神宮前行普通 

 ・橿原神宮前発（２０時５２分）壺阪山行普通 

 ・壺阪山発（２１時１３分）橿原神宮前行普通 

 

⑥鈴鹿線（平日4本 土休日4本を削減） 

 ※１６時台と２１時台の１時間あたり列車本数を４本から３本に変更 

 （平日ダイヤ） 

 ・伊勢若松発（１６時５６分）平田町行普通 

 ・平田町発（１６時５６分）伊勢若松行普通 

 ・伊勢若松発（２１時５２分）平田町行普通 

 ・平田町発（２１時５２分）伊勢若松行普通 

 （土休日ダイヤ） 

 ・伊勢若松発（１６時５７分）平田町行普通 

 ・平田町発（１６時５７分）伊勢若松行普通 

 ・伊勢若松発（２１時５２分）平田町行普通 

 ・平田町発（２１時５２分）伊勢若松行普通 

 

⑦山田線（土休日2本を削減） 

 ※伊勢中川～宇治山田間の普通を他の列車と統合 

（土休日ダイヤ） 

 ・宇治山田発（７時３４分）伊勢中川行普通 

 ・伊勢中川発（８時２１分）宇治山田行普通 

 

⑧志摩線（平日1本を削減） 

 ※鳥羽～賢島間の普通を削減 

 （平日ダイヤ） 

 ・鳥羽発（８時３８分）賢島行普通 

※この他一部区間において列車の削減、運転区間の変更等を行います。 

 

     （２）停車駅の追加 

      （平日ダイヤ） 

      【下り】奈良線大阪難波発（７時５６分）奈良行快速急行の停車駅に菖蒲池を追加し

ます。 

         ただし、近畿大学付属小学校・幼稚園の休校日は停車しません。 

       

参考：2010年 ｢近鉄時刻表｣ 定価１部 ７００円 ３月上旬発売予定 

          発売場所 近鉄駅営業所 近鉄駅構内売店 近鉄百貨店など 

 

以 上

 


