
② 列番 種別 発車 到着 発時刻 着時刻 備考
781 準急 伊奈 （各）岐阜 540 834 伊奈～神宮前・犬山～（各）岐阜は普通
972A 急行 （各）岐阜 河和 845 1049 新鵜沼まで普通
319 特急 河和 名古屋 1057 1144

回送 名古屋 西枇杷島
回送 西枇杷島 名古屋

326 特急 名古屋 内海 1211 1307
1473A 急行 内海 新鵜沼 1354 1535

174 特急 新鵜沼 豊橋 1702 1826 新鵜沼発車前に豊橋方に2200系６両を併結、岐阜方２両
193 快特 豊橋 新鵜沼 1832 1953 岐阜方２両

回送 新鵜沼 犬山検査場 岐阜方２両

回送 新鵜沼 犬山検査場 検査場到着後豊橋方に2200系6両を併結
犬山検査場 新鵜沼 岐阜方２両

170 特急 新鵜沼 豊橋 1632 1756 岐阜方２両
187 快特 豊橋 新鵜沼 1802 1922 岐阜方２両
200 特急 新鵜沼 豊橋 1932 2056 岐阜方２両
217 快特 豊橋 新鵜沼 2102 2222 岐阜方２両
232 特急 新鵜沼 伊奈 2242 011 岐阜方２両

⑥ 列番 種別 発車 到着 発時刻 着時刻 備考
690 普通 笠松 新羽島 609 634
795 普通 新羽島 笠松 743 804
890 普通 笠松 新羽島 814 838
895 普通 新羽島 笠松 845 907

回送 笠松 岐阜
952 普通 岐阜 須ヶ口 925 1017 須ヶ口到着後1050C列車に充当

1050C 普通 須ヶ口 河和 1020 1206
339 特急 河和 名古屋 1257 1344

回送 名古屋 西枇杷島
回送 西枇杷島 名古屋

346 特急 名古屋 内海 1411 1507
367 特急 内海 名古屋 1515 1614

回送 名古屋 須ヶ口

河和線平日全車一般車特急運用表（ほんの一部）

使用車
両：
3500・
3700・
3300・
9500_4

使用車
両：
3100・
3150・
9100_2+2

鵜沼で分割

②岐阜
方２両

②豊橋
方2両



⑦ 列番 種別 発車 到着 発時刻 着時刻 備考
592 普通 岐阜 新羽島 530 604
691 普通 新羽島 笠松 609 631
694 普通 笠松 新羽島 643 704
791 普通 新羽島 笠松 710 731
794 普通 笠松 新羽島 746 808
891 普通 新羽島 笠松 813 834
894 普通 笠松 新羽島 846 910
993 普通 新羽島 笠松 918 939

回送 笠松 岐阜
956 普通 岐阜 須ヶ口 955 1047 須ヶ口到着後1150C列車に充当

1150C 普通 須ヶ口 内海 1050 1245
347 特急 内海 名古屋 1315 1414

回送 名古屋 西枇杷島
回送 西枇杷島 名古屋

348 特急 名古屋 河和 1441 1527
1671A 急行 河和 新鵜沼 1536 1705 新鵜沼到着後岐阜方に2両併結
1772A 急行 新鵜沼 河和 1718 1848 豊橋方４両
2071A 急行 河和 新鵜沼 1936 2106 豊橋方４両

回送 新鵜沼 犬山 豊橋方４両
2280F 準急 犬山 中部国際空港 2140 2302 豊橋方４両
2373E 急行 中部国際空港 新鵜沼 2313 031 豊橋方４両

使用車
両：
3500・
3700・
3300・
9500_4


