
＜資料１＞ 

日光線特急「リバティ」「スペーシア」「しもつけ」「きりふり」列車時刻表 

 

下り                      上り 

列車名 発駅 発時刻 着駅 着時刻 列車名 発駅 発時刻 着駅 着時刻 

リバティけごん１号 

リバティ会津１０１号 
浅草 6：30 

東武日光 

会津田島 

8：22 

9：45 
ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ２号 春日部 5：36 浅草 6：10 

リバティけごん３号（※１） 浅草 7：00 東武日光 8：56 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ４号 春日部 6：08 浅草 6：43 

けごん５号 浅草 7：30 東武日光 9：20 けごん２０６号 新栃木 5：44 浅草 7：06 

日光１号 新宿 7：30 東武日光 9：28 リバティけごん２０８号 新栃木 6：03 浅草 7：33 

きぬ１０７号 浅草 8：00 鬼怒川温泉 9：59 きぬ１１０号 鬼怒川温泉 6：42 浅草 8：49 

けごん９号（※１） 浅草 8：30 東武日光 10：21 しもつけ２８２号 東武宇都宮 7：00 浅草 9：11 

リバティけごん１１号 

リバティ会津１１１号 
浅草 9：00 

東武日光 

会津田島 

10：54 

12：24 
きぬ１１２号 新藤原 7：13 浅草 9：33 

けごん１３号 浅草 9：30 東武日光 11：16 スペーシアきぬがわ２号

4 

鬼怒川温泉 8：10 新宿 10：18 

きぬ１１５号 浅草 10：00 鬼怒川温泉 12：00 
リバティけごん１４号 

リバティきぬ１１４号 

東武日光 

新藤原 

8：52 

8：26 
浅草 10：45 きりふり２８１号（※１） 浅草 10：29 東武日光 12：34 

スペーシアきぬがわ３号 新宿 10：31 鬼怒川温泉 12：38 

リバティけごん１７号 

リバティ会津１１７号 
浅草 11：00 

東武日光 

会津田島 

12：51 

14：20 
きぬ１１６号 鬼怒川温泉 9：11 浅草 11：15 

きぬ１１９号 浅草 11：30 鬼怒川温泉 13：41 けごん１８号 東武日光 9：57 浅草 11：45 

けごん２１号 浅草 12：30 東武日光 14：18 きぬ１２０号 鬼怒川温泉 10：12 浅草 12：15 

リバティけごん２３号 浅草 13：00 東武日光 14：49 リバティけごん２２号（※１） 東武日光 10：39 浅草 12：35 

きぬがわ５号 新宿 13：01 鬼怒川温泉 15：07 きぬがわ４号 鬼怒川温泉 10：42 新宿 12：48 

きぬ１２５号 浅草 13：30 鬼怒川温泉 15：31 けごん２４号 東武日光 11：27 浅草 13：15 

きぬ１２７号（※１） 浅草 14：00 鬼怒川温泉 16：02 けごん２６号（※１） 東武日光 11：54 浅草 13：45 

リバティけごん２９号 

リバティ会津１２９号 
浅草 14：30 

東武日光 

会津田島 

16：21 

17：39 

リバティけごん２８号 

リバティ会津１２８号 

東武日光 

会津田島 

12：22 

10：43 
浅草 14：15 

けごん３１号 浅草 15：00 東武日光 16：48 きぬ１３０号 鬼怒川温泉 13：08 浅草 15：15 

きぬ１３３号 浅草 16：00 鬼怒川温泉 18：08 きりふり２８４号（※１） 東武日光 13：59 浅草 16：05 

きぬ１３５号 浅草 17：00 鬼怒川温泉 19：01 リバティけごん３２号 

リバティ会津１３２号 

東武日光 

会津田島 

14：23 

12：50 
浅草 16：16 

ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ１号（※３） 浅草 17：30 春日部 18：06 

スペーシアきぬがわ７号 新宿 17：32 鬼怒川温泉 19：40 けごん３４号 東武日光 14：56 浅草 16：45 

きぬ１３９号 浅草 18：00 鬼怒川温泉 20：03 スペーシアきぬがわ６号 鬼怒川温泉 15：07 新宿 17：19 

しもつけ２８３号 浅草 18：20 東武宇都宮 20：20 けごん３６号 東武日光 15：23 浅草 17：15 

ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ３号 浅草 18：30 春日部 19：06 きぬ１３８号 鬼怒川温泉 15：43 浅草 17：45 

きぬ１４３号 浅草 19：00 鬼怒川温泉 21：02 リバティけごん４０号 

リバティ会津１４０号 

東武日光 

会津田島 

16：23 

14：57 
浅草 18：15 

ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ５号 浅草 19：30 春日部 20：06 

リバティけごん４７号 

リバティりょうもう４３号 
浅草 20：00 

東武日光 

館林 

21：58 

21：12 

日光８号 東武日光 16：37 新宿 18：36 

きぬ１４２号（※１） 鬼怒川温泉 16：40 浅草 18：47 

ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟー ｸﾗｲﾅｰ１号（※２） 浅草 20：30 大宮 21：28 けごん４４号 東武日光 17：23 浅草 19：15 

ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ７号（※１） 浅草 20：30 春日部 21：06 きぬ１４６号 鬼怒川温泉 18：36 浅草 20：45 

けごん５１号 浅草 21：00 東武日光 22：51 
リバティけごん４８号 

リバティ会津１４８号 

東武日光 

会津田島 

19：18 

17：48 
浅草 21：15 

ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟー ｸﾗｲﾅｰ３号（※２） 浅草 21：30 
大宮 

野田市 

22：31 

22：35 

 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ９号（※１） 浅草 21：30 春日部 22：06 きぬ１５０号 鬼怒川温泉 19：25 浅草 21：35 

けごん２５５号 浅草 22：00 新栃木 23：16 ・緑 色：新型特急車両リバティ 

※１ 土休日のみの運転 

※２ 平日のみの運転 

※３ 土休日はスペーシア車両使用 

ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟー ｸﾗｲﾅｰ２号（※２） 大宮 22：43 運河 23：28 

リバティけごん２５７号 浅草 22：50 新栃木 0：05 


