
※運用表の見方（例）

整理番号0

駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

休日運休 札幌 石狩当別

ほしみ 8:30 普通 200M後 (8:40) (手稲) ほしみ～手稲間休日運休 石狩当別 6:27 普通 524M 7:06 札幌

(手稲) (8:41) 普通 200M後 9:00 札幌 手稲から毎日運転 札幌 7:12 普通 539M 7:59 北海道医療大学

札幌 江別 北海道医療大学 石狩当別

江別 10:00 区間快速 3201M前 11:00 小樽 札幌から普通 石狩当別 8:17 普通 540M 9:02 札幌

手稲 18:00 快速 3700M後 19:30 新千歳空港 エアポート180号
札幌まで普通

札幌 9:55 普通 555M 10:41 北海道医療大学

北海道医療大学 11:29 普通 558M 12:15 札幌

札幌 12:20 普通 1567M 12:46 あいの里公園

種別について 普通  ：全区間普通列車 あいの里公園 13:28 普通 1568M 13:55 札幌

区間快速  ：区間快速いしかりライナー（札幌～江別間快速） 札幌 14:00 普通 1579M 14:26 あいの里公園

区間快速  ：区間快速いしかりライナー（札幌～手稲間快速） あいの里公園 14:32 普通 1574M 14:59 札幌

快速  ：快速エアポート 札幌 15:20 普通 1587M 15:46 あいの里公園

快速  ：快速ニセコライナー あいの里公園 16:12 普通 1584M 16:38 札幌

札幌 あいの里公園

当運用表では、ラインカラーごとに駅名を分けて表示しています。 あいの里公園 17:39 普通 1594M 18:07 札幌

黒色・・・札幌行き 札幌 18:15 普通 631M 18:55 石狩当別

赤色・・・函館本線（桑園～長万部間）　例：手稲行き、ほしみ行き、小樽行きなど 石狩当別 19:13 普通 628M 19:51 札幌

※ほしみ発着の列車は折り返しのため銭函まで運行しています。
札幌 20:00 普通 1645M 20:29 あいの里公園

橙色・・・函館本線（白石～旭川間）　例：江別行き、岩見沢行き、滝川行きなど あいの里公園 札幌

青色・・・千歳線・室蘭本線　例；千歳行き、苫小牧行きなど 札幌 21:40 普通 1657M 22:07 あいの里公園

水色・・・新千歳空港行き あいの里公園 札幌

緑色・・・札沼線（学園都市線）　例：あいの里公園行き、石狩当別行き、北海道医療大学行きなど 札幌 22:50 普通 1663M 23:17 あいの里公園

あいの里公園 札幌

札幌 手稲

整理番号2 整理番号3

始発 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 始発 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 6:40 普通 553M後 7:18 石狩当別 札幌 6:40 普通 553M前 7:18 石狩当別

石狩当別 7:40 普通 534M前 8:20 札幌 石狩当別 7:40 普通 534M後 8:20 札幌

札幌 8:29 普通 549M後 9:13 北海道医療大学 札幌 8:29 普通 549M前 9:13 北海道医療大学

北海道医療大学 10:00 普通 550M前 10:47 札幌 札幌で前3両解結 北海道医療大学 10:00 普通 550M後 10:47 札幌 札幌で前3両解結

札幌 11:20 普通 1563M 11:46 あいの里公園 札幌 11:00 普通 561M 11:42 北海道医療大学

あいの里公園 12:00 普通 1560M 12:34 札幌 北海道医療大学 12:09 普通 562M 12:55 札幌

札幌 12:40 普通 571M 13:22 北海道医療大学 札幌 13:00 普通 573M 13:42 北海道医療大学

北海道医療大学 13:29 普通 570M 14:15 札幌 北海道医療大学 14:30 普通 576M 15:14 札幌

札幌 14:20 普通 581M 14:57 石狩当別 札幌 15:40 普通 589M 16:23 北海道医療大学

石狩当別 15:04 普通 578M 15:46 札幌 北海道医療大学 16:50 普通 590M 17:36 札幌

札幌 16:00 普通 1593M 16:26 あいの里公園 札幌 17:45 普通 627M 18:25 石狩当別 当別で前3両連結

あいの里公園 16:42 普通 1588M 17:13 札幌 石狩当別 18:58 普通 626M前 19:36 札幌

札幌 17:30 普通 625M 18:10 石狩当別 当別で後3両連結 札幌 19:45 普通 643M後 20:36 北海道医療大学

石狩当別 18:58 普通 626M後 19:36 札幌 北海道医療大学 21:04 普通 642M前 21:53 札幌

札幌 19:45 普通 643M前 20:36 北海道医療大学 札幌 22:05 普通 659M後 22:44 石狩当別

北海道医療大学 21:04 普通 642M後 21:53 札幌 石狩当別 23:13 普通 656M前 23:52 札幌 1858M直通

札幌 22:05 普通 659M前 22:44 石狩当別 札幌 23:59 普通 1858M前 0:39 千歳

石狩当別 23:13 普通 656M後 23:52 札幌 1858M直通 千歳 苫小牧

札幌 23:59 普通 1858M後 0:39 千歳

千歳 苫小牧

回送

回送

回送

回送

札幌運転所

ほしみ→（回送）→銭函待機→（回送）→ほしみ

整理番号1 731系限定

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

回送

回送

回送

回送

回送

回送
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回送列車は背景を灰色にしています。 背景が桃色の場合は運休する日がございます。ご注意ください。 

列車番号の文字色が赤色の場合は731系限定運用です 

背景が黄緑色の場合は6両編成での運行です。 

留置線待機・車両基地入庫は背景を水色にしています。 

一部を除いて721系、731系、733系、735系（いずれも3両編成） 

共通運用です。 

※まれに快速エアポート用6両固定編成が入る場合もございます。 
 

・個人で調査・作成してますので間違いがある可能性があります。 

・回送列車は一部を除いて時刻・列車番号を確認しておりません。 

・車両の差し替えにご注意ください。また、翌日運用繋がりはあくまで予測です。 

・詳細な時刻・ダイヤなどは各時刻表にて併せてご確認ください。 
 

                     平成26年3月15日改正ダイヤ 6月12日作成 

                                                                                                                       6月26日変更 

学園都市線（札沼線） 電車車両運用表 



整理番号4 整理番号5

始発 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 始発 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

札幌⑨ 6:05 石狩当別 札幌⑨ 6:05 石狩当別

石狩当別 7:05 普通 528M後 7:49 札幌 石狩当別 7:05 普通 528M前 7:49 札幌

札幌 8:01 普通 545M前 8:45 北海道医療大学 札幌 8:01 普通 545M後 8:45 北海道医療大学

北海道医療大学 石狩当別 北海道医療大学 石狩当別

石狩当別 9:27 普通 546M後 10:08 札幌 札幌到着後,後3両解結 石狩当別 9:27 普通 546M前 10:08 札幌 札幌到着後,前3両解結

札幌 10:20 普通 1557M 10:46 あいの里公園 札幌 10:40 普通 1559M 11:07 あいの里公園

あいの里公園 11:08 普通 1554M 11:34 札幌 あいの里公園 11:28 普通 1556M 11:55 札幌

札幌 11:40 普通 565M 12:22 北海道医療大学 札幌 12:00 普通 1567M 12:26 あいの里公園

北海道医療大学 12:43 普通 566M 13:33 札幌 あいの里公園 12:48 普通 1564M 13:14 札幌

札幌 13:40 普通 577M 15:05 北海道医療大学 札幌 13:20 普通 1575M 13:46 あいの里公園

北海道医療大学 15:17 普通 580M 16:06 札幌 あいの里公園 14:00 普通 1572M 14:33 札幌

札幌 苗穂 札幌 14:40 普通 583M 15:27 北海道医療大学

北海道医療大学 15:44 普通 582M 16:27 札幌

苗穂 札幌 札幌 16:40 普通 597M 17:49 北海道医療大学

札幌 17:15 普通 623M 18:01 北海道医療大学 北海道医療大学 18:02 普通 620M 18:52 札幌

北海道医療大学 18:38 普通 624M 19:22 札幌 札幌 19:00 普通 1637M 19:29 あいの里公園

札幌 19:30 普通 1641M 19:59 あいの里公園 あいの里公園 札幌

あいの里公園 札幌 札幌 20:15 普通 647M 20:58 石狩当別

札幌 20:45 普通 651M 21:26 石狩当別 石狩当別 21:32 普通 644M 22:11 札幌

石狩当別 22:16 普通 652M 22:56 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

日中運行なし

整理番号10 整理番号11

駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

苫小牧 6:06 普通 2725M前 7:16 札幌 1541M直通 苫小牧 6:06 普通 2725M後 7:16 札幌 1541M直通

札幌 7:23 普通 1541M前 7:50 あいの里公園 札幌 7:23 普通 1541M後 7:50 あいの里公園

あいの里公園 8:00 普通 1536M後 8:28 札幌 あいの里公園 8:00 普通 1536M前 8:28 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 16:20 普通 595M前 17:19 北海道医療大学 札幌 16:20 普通 595M後 17:19 北海道医療大学

北海道医療大学 17:34 普通 596M後 18:22 札幌 北海道医療大学 17:34 普通 596M前 18:22 札幌

札幌 18:30 普通 633M前 19:16 北海道医療大学 札幌 18:30 普通 633M後 19:16 北海道医療大学

北海道医療大学 19:38 普通 632M後 20:22 札幌 北海道医療大学 19:38 普通 632M前 20:22 札幌

札幌 20:30 普通 649M前 21:18 北海道医療大学 札幌 20:30 普通 649M後 21:18 北海道医療大学

北海道医療大学 21:40 普通 648M後 22:28 札幌 北海道医療大学 21:40 普通 648M前 22:28 札幌

札幌 23:07 普通 665M前 23:46 石狩当別 札幌 23:07 普通 665M後 23:46 石狩当別

石狩当別 札幌⑨ 9番線夜間滞泊 石狩当別 札幌⑨ 9番線夜間滞泊

整理番号14　※土休日は単独運用 整理番号15　※土休日運行なし

駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 7:00 普通 537M前 7:38 石狩当別 札幌 7:00 普通 537M後 7:38 石狩当別

石狩当別 8:00 普通 538M後 8:43 札幌 石狩当別 8:00 普通 538M前 8:43 札幌

札幌 8:55 普通 551M前 9:40 石狩当別 札幌 8:55 普通 551M後 9:40 石狩当別

石狩当別 9:54 普通 548M後 10:33 札幌 石狩当別 9:54 普通 548M前 10:33 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

苗穂駅待機

回送

回送 回送

回送

回送

回送

回送

札幌運転所

回送

回送

※土休日は3両編成

回送

土休日は運行なし

回送

回送

回送

回送

回送

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

札幌運転所

回送

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ



6両固定運用（学園都市線運用のみ掲載）

整理番号8 整理番号9

駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

札幌④ 石狩当別 札幌④ 石狩当別

石狩当別 6:00 普通 522M前 6:38 札幌 石狩当別 6:00 普通 522M後 6:38 札幌

札幌 あいの里公園 札幌 あいの里公園

あいの里公園 7:28 普通 1530M前 7:56 札幌 あいの里公園 7:28 普通 1530M後 7:56 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 15:00 普通 585M後 15:40 石狩当別 札幌 15:00 普通 585M前 15:40 石狩当別

石狩当別 北海道医療大学 石狩当別 北海道医療大学

北海道医療大学 16:09 普通 586M前 16:55 札幌 北海道医療大学 16:09 普通 586M後 16:55 札幌

札幌 17:00 普通 621M後 17:41 石狩当別 札幌 17:00 普通 621M前 17:41 石狩当別

石狩当別 17:58 普通 598M前 18:36 札幌 石狩当別 17:58 普通 598M後 18:36 札幌

札幌 18:45 普通 635M後 19:48 北海道医療大学 札幌 18:45 普通 635M前 19:48 北海道医療大学

北海道医療大学 20:26 普通 638M前 21:13 札幌 北海道医療大学 20:26 普通 638M後 21:13 札幌

札幌 21:20 普通 655M後 22:01 石狩当別 札幌 21:20 普通 655M前 22:01 石狩当別

石狩当別 札幌 石狩当別 札幌

札幌 23:37 普通 667M後 0:16 石狩当別 札幌 23:37 普通 667M前 0:16 石狩当別

石狩当別 札幌⑦ 7番線夜間滞泊 石狩当別 札幌⑦ 7番線夜間滞泊

整理番号6 整理番号7

始発 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 到着時刻 終着 備考

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 石狩当別 札幌 石狩当別

石狩当別 6:45 普通 526M前 7:30 札幌 石狩当別 6:45 普通 526M後 7:30 札幌

札幌 7:42 普通 543M後 8:36 北海道医療大学 札幌 7:42 普通 543M前 8:36 北海道医療大学

北海道医療大学 8:50 普通 544M前 9:44 札幌 北海道医療大学 8:50 普通 544M後 9:44 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 北海道医療大学 札幌 北海道医療大学

北海道医療大学 17:09 普通 592M前 17:52 札幌 北海道医療大学 17:09 普通 592M後 17:52 札幌

札幌 18:00 普通 1629M後 18:29 あいの里公園 札幌 18:00 普通 1629M前 18:29 あいの里公園

あいの里公園 18:39 普通 1622M前 19:07 札幌 あいの里公園 18:39 普通 1622M後 19:07 札幌

札幌 19:15 普通 639M後 19:55 石狩当別 札幌 19:15 普通 639M前 19:55 石狩当別

石狩当別 20:13 普通 636M前 20:52 札幌 石狩当別 20:13 普通 636M後 20:52 札幌

札幌 21:00 普通 1653M後 21:30 あいの里公園 札幌 21:00 普通 1653M前 21:30 あいの里公園

あいの里公園 札幌 あいの里公園 札幌

札幌 23:59 普通 1699M後 0:26 あいの里公園 札幌 23:59 普通 1699M前 0:26 あいの里公園

あいの里公園 0:59 札幌④ 4番線夜間滞泊 あいの里公園 0:59 札幌④ 4番線夜間滞泊

整理番号12 整理番号13

駅名 発車時刻 種別 列車番号 行先 終着 備考 駅名 発車時刻 種別 列車番号 行先 終着 備考

札幌⑦ 6:20 普通 531M前 6:58 石狩当別 札幌⑦ 6:20 普通 531M後 6:58 石狩当別

石狩当別 7:25 普通 532M後 8:09 札幌 石狩当別 7:25 普通 532M前 8:09 札幌

札幌 8:14 普通 1547M前 8:41 あいの里公園 札幌 8:14 普通 1547M後 8:41 あいの里公園

あいの里公園 8:51 普通 1542M後 9:22 札幌 あいの里公園 8:51 普通 1542M前 9:22 札幌

札幌 9:28 普通 553M前 10:13 北海道医療大学 札幌 9:28 普通 553M後 10:13 北海道医療大学

北海道医療大学 10:28 普通 552M後 11:14 札幌 北海道医療大学 10:28 普通 552M前 11:14 札幌

札幌 手稲 札幌 手稲

以下函館本線・千歳線運用 以下函館本線・千歳線運用

手稲 札幌 手稲 札幌

札幌 18:10 普通 241M後 18:51 岩見沢 札幌 18:10 普通 241M前 18:51 岩見沢

岩見沢 19:05 区間快速 3458M前 20:35 小樽 札幌～手稲間快速 岩見沢 19:05 区間快速 3458M後 20:35 小樽 札幌～手稲間快速

小樽 20:56 普通 279M後 22:09 江別 小樽 20:56 普通 279M前 22:09 江別

江別 22:25 普通 288M前 22:49 札幌 江別 22:25 普通 288M後 22:49 札幌

札幌 23:25 普通 2856M後 0:25 苫小牧 札幌 23:25 普通 2856M前 0:25 苫小牧

旧711系運用

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

回送

回送

札幌運転所

回送

旧711系運用

回送

回送

回送

回送

回送

札幌運転所

回送

回送

回送回送

回送

札幌11番線待機

回送

札幌運転所

回送

回送

回送

札幌11番線待機

回送

回送

札幌運転所待

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

札幌駅（苗穂側留置線）引き上げ

回送

回送

回送

回送

回送

回送

札幌運転所

回送

札幌駅（桑園側留置線）引き上げ

札幌運転所

回送

札幌駅（桑園側留置線）引き上げ


