
  ソーシャルディスタンスを確保するため 

      隣席特急券の特例購入を延長します！ 

２０２１年６月２８日 

 

 
 

 

 

 

 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

 

 東武鉄道では、通常１名のご乗車に対し１席分としている特急券発売について、ソーシャルディスタンス

を確保して乗車を希望されるお客さまに向け、隣席の特急券を小児特急料金で同時購入を可能とする特例購

入を６月30日まで実施しております。今回、まん延防止等重点措置が東京都などに継続して発令されている

状況等を勘案し、7月31日まで実施期間を延長いたします。これにより、一人でご乗車の場合にも、隣席を気

にすることなく特急列車をご利用いただけます。詳細は以下のとおりです。 

 

１ 延 長 期 間  ２０２１年７月１日（木）から７月３１日（土）まで 

２ 対 象 列 車  平 日 下り 浅草駅を16時50分までに発車する特急列車 

  （別紙参照）      上り 全列車 

                ※アーバンパークライナーは浅草発を除く全列車 

         土休日 下り 日光線は浅草駅を11時30分以降に発車する特急列車 

                伊勢崎線は全列車 

             上り 全列車 

３ 対 象 区 間  対象列車の全区間 

 

 

 

 

 

 

 

    △スペーシア            △リバティ          △りょうもう 

 

４ 内   容  隣席のソーシャルディスタンスを確保するため、１名の特急券を購入する際、同時に隣

席の特急券を小児特急料金でお買い求めいただけます。 

         ※隣席が既に販売済の場合はお買い求めいただけません。 

         なお、同時にお買い求めいただく小児特急券に対する乗車券等は不要です。 

５ 購 入 箇 所  東武線の駅窓口（東上線、押上、治良門橋、無人駅を除く各駅） 

         ※駅の券売機・チケットレスサービスではお取り扱いをいたしません。 

６ 払いもどし  所定の手数料（100円）を、両方の特急券から収受して払いもどします。 

７ 乗 車 変 更  両方の特急券を同時に変更します。 

以  上

小児特急券を同時購入し隣席のソーシャルディスタンスを確保！！ 



別 紙 

日光線特急列車 

 

【平日 下り】 【土休日 下り】 【平日・土休日 上り】
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻

○ 毎日 リバティけごん 1号 東武日光 8:23 × 毎日 リバティけごん 1号 東武日光 8:23 ○ 毎日 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ 2号 春日部 5:35 浅草 6:10

○ 毎日 リバティ会津 101号 会津田島 9:41 × 毎日 リバティ会津 101号 会津田島 9:41 ○ 毎日 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾅｰ 4号 春日部 6:07 浅草 6:44

○ 毎日 きぬ 105号 浅草 7:30 鬼怒川温泉 9:35 × 土休日 リバティけごん 3号 浅草 7:00 東武日光 8:56 ○ 毎日 けごん 206号 新栃木 5:38 浅草 7:03

○ 毎日 けごん 7号 浅草 8:00 東武日光 9:47 × 毎日 きぬ 105号 浅草 7:30 鬼怒川温泉 9:35 ○ 平日 リバティけごん 208号 春日部 6:49 浅草 7:33

○ 毎日 リバティけごん 11号 東武日光 10:54 × 毎日 けごん 7号 浅草 8:00 東武日光 9:47 ○ 土休日 リバティけごん 208号 春日部 6:51 浅草 7:33

○ 毎日 リバティ会津 111号 会津田島 12:19 × 土休日 けごん 9号 浅草 8:30 東武日光 10:22 ○ 毎日 きぬ 110号 鬼怒川温泉 6:41 浅草 8:50

○ 毎日 けごん 13号 浅草 9:30 東武日光 11:17 × 毎日 リバティけごん 11号 東武日光 10:54 ○ 毎日 きぬ 112号 新藤原 7:12 浅草 9:33

○ 毎日 きぬ 115号 浅草 10:00 鬼怒川温泉 12:05 × 毎日 リバティ会津 111号 会津田島 12:19 ○ 土休日 きりふり 82号 春日部 9:16 浅草 9:52

○ 毎日 リバティけごん 17号 東武日光 12:51 × 毎日 けごん 13号 浅草 9:30 東武日光 11:17 ○ 毎日 リバティけごん 14号 東武日光 8:50

○ 毎日 リバティ会津 117号 会津田島 14:08 × 毎日 きぬ 115号 浅草 10:00 鬼怒川温泉 12:05 ○ 毎日 リバティきぬ 114号 新藤原 8:27

○ 毎日 けごん 19号 浅草 11:30 東武日光 13:18 × 土休日 きりふり 281号 浅草 10:38 東武日光 12:39 ○ 毎日 きぬ 116号 鬼怒川温泉 9:11 浅草 11:15

○ 毎日 けごん 21号 浅草 12:30 東武日光 14:19 × 毎日 リバティけごん 17号 東武日光 12:51 ○ 毎日 けごん 18号 東武日光 9:57 浅草 11:45

○ 毎日 リバティけごん 23号 浅草 13:00 東武日光 14:49 × 毎日 リバティ会津 117号 会津田島 14:08 ○ 毎日 きぬ 120号 鬼怒川温泉 10:10 浅草 12:15

○ 毎日 きぬ 127号 浅草 14:00 鬼怒川温泉 15:59 ○ 毎日 けごん 19号 浅草 11:30 東武日光 13:18 ○ 土休日 リバティけごん 22号 東武日光 10:39 浅草 12:35

○ 毎日 リバティけごん 29号 東武日光 16:22 ○ 毎日 けごん 21号 浅草 12:30 東武日光 14:19 ○ 毎日 けごん 24号 東武日光 11:27 浅草 13:15

○ 毎日 リバティ会津 129号 会津田島 17:42 ○ 毎日 リバティけごん 23号 浅草 13:00 東武日光 14:49 ○ 土休日 けごん 26号 東武日光 11:55 浅草 13:45

○ 毎日 けごん 31号 浅草 15:00 東武日光 16:50 ○ 土休日 けごん 25号 浅草 13:30 東武日光 15:18 ○ 毎日 リバティけごん 28号 東武日光 12:20

○ 毎日 けごん 33号 浅草 16:00 東武日光 17:47 ○ 毎日 きぬ 127号 浅草 14:00 鬼怒川温泉 15:59 ○ 毎日 リバティ会津 128号 会津田島 10:41

× 毎日 きぬ 135号 浅草 17:00 鬼怒川温泉 19:04 ○ 毎日 リバティけごん 29号 東武日光 16:22 ○ 毎日 きぬ 130号 鬼怒川温泉 13:10 浅草 15:15

× 毎日 きぬ 137号 浅草 17:59 鬼怒川温泉 20:04 ○ 毎日 リバティ会津 129号 会津田島 17:42 ○ 土休日 きりふり 284号 東武日光 14:00 浅草 16:05

× 毎日 リバティけごん 239号 浅草 18:19 新栃木 19:36 ○ 毎日 けごん 31号 浅草 15:00 東武日光 16:50 ○ 毎日 リバティけごん 32号 東武日光 14:23

大宮 19:54 ○ 毎日 けごん 33号 浅草 16:00 東武日光 17:47 ○ 毎日 リバティ会津 132号 会津田島 13:02

柏 20:08 ○ 土休日 きりふり 283号 浅草 16:39 新栃木 17:58 ○ 毎日 けごん 34号 東武日光 14:55 浅草 16:45

× 毎日 きぬ 143号 浅草 18:59 鬼怒川温泉 21:05 ○ 毎日 きぬ 135号 浅草 17:00 鬼怒川温泉 19:04 ○ 毎日 けごん 36号 東武日光 15:24 浅草 17:14

× 毎日 けごん 45号 浅草 19:49 東武日光 21:42 ○ 毎日 きぬ 137号 浅草 17:59 鬼怒川温泉 20:04 ○ 土休日 けごん 38号 東武日光 15:55 浅草 17:45

× 毎日 けごん 47号 浅草 20:59 東武日光 22:50 ○ 毎日 リバティけごん 239号 浅草 18:19 新栃木 19:36 ○ 毎日 リバティけごん 40号 東武日光 16:23

× 毎日 リバティけごん 249号 浅草 21:19 新栃木 22:36 ○ 毎日 きぬ 143号 浅草 18:59 鬼怒川温泉 21:05 ○ 毎日 リバティ会津 140号 会津田島 15:00

× 毎日 けごん 251号 浅草 21:59 新栃木 23:18 ○ 毎日 けごん 45号 浅草 19:49 東武日光 21:42 ○ 毎日 きぬ 142号 鬼怒川温泉 16:32 浅草 18:45

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 2号 大宮 20:05 柏 21:07 ○ 毎日 けごん 47号 浅草 20:59 東武日光 22:50 ○ 毎日 けごん 44号 東武日光 17:23 浅草 19:15

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 4号 大宮 22:00 柏 22:55 ○ 毎日 リバティけごん 249号 浅草 21:19 新栃木 22:36 ○ 毎日 リバティけごん 46号 東武日光 17:43 浅草 19:35

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 6号 大宮 22:44 運河 23:28 ○ 毎日 けごん 251号 浅草 21:59 新栃木 23:18 ○ 毎日 けごん 48号 東武日光 18:06 浅草 20:05

○ 毎日 リバティ会津 150号 会津田島 17:49 浅草 21:05

○ 毎日 きぬ 152号 鬼怒川温泉 19:25 浅草 21:35

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 3号 柏 20:38 大宮 21:32

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 5号 柏 21:38 大宮 22:32

○ 平日 ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 7号 柏 23:17 春日部 23:57

列車名 列車名

浅草 6:30 浅草 6:30

浅草 9:00

浅草 11:00

浅草 11:00

ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾅｰ 1号 浅草 18:49

浅草 9:00

浅草 18:15

×

浅草 14:15

浅草 16:16

列車名

浅草 10:45

浅草 14:30

浅草 14:30

平日



 

伊勢崎線特急列車 

 

 

 

 

【平日 下り】 【土休日 下り】 【平日・土休日 上り】
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻
対象
列車

運転日 発駅 発時刻 着駅 着時刻

○ 毎日 りょうもう 1号 浅草 6:48 赤城 8:51 ○ 毎日 りょうもう 1号 浅草 6:48 赤城 8:51 ○ 毎日 りょうもう 2号 館林 5:26 浅草 6:37

○ 毎日 りょうもう 3号 浅草 7:40 赤城 9:36 ○ 毎日 りょうもう 3号 浅草 7:40 赤城 9:36 ○ 毎日 りょうもう 4号 太田 5:42 浅草 7:25注

○ 毎日 りょうもう 5号 浅草 8:40 赤城 10:39 ○ 毎日 りょうもう 5号 浅草 8:40 赤城 10:39 ○ 毎日 りょうもう 6号 赤城 6:10 浅草 8:17

○ 毎日 りょうもう 7号 浅草 9:40 赤城 11:34 ○ 毎日 りょうもう 7号 浅草 9:40 赤城 11:34 ○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 8号 赤城 6:56 浅草 8:59

○ 毎日 りょうもう 9号 浅草 10:20 太田 11:48 ○ 毎日 りょうもう 9号 浅草 10:20 太田 11:48 ○ 毎日 りょうもう 10号 伊勢崎 7:22 浅草 9:20

○ 毎日 りょうもう 11号 浅草 10:50 赤城 12:36 ○ 毎日 りょうもう 11号 浅草 10:50 赤城 12:36 ○ 毎日 りょうもう 12号 葛生 8:06 浅草 9:44

○ 毎日 りょうもう 13号 浅草 11:20 太田 12:48 ○ 毎日 りょうもう 13号 浅草 11:20 太田 12:48 ○ 毎日 りょうもう 14号 赤城 8:05 浅草 10:05

○ 毎日 りょうもう 15号 浅草 11:50 赤城 13:36 ○ 毎日 りょうもう 15号 浅草 11:50 赤城 13:36 ○ 毎日 りょうもう 16号 赤城 8:35 浅草 10:25

○ 毎日 りょうもう 17号 浅草 12:50 赤城 14:37 ○ 毎日 りょうもう 17号 浅草 12:50 赤城 14:37 ○ 毎日 りょうもう 18号 赤城 9:07 浅草 10:55

○ 毎日 りょうもう 19号 浅草 13:50 赤城 15:44 ○ 毎日 りょうもう 19号 浅草 13:50 赤城 15:44 ○ 毎日 りょうもう 20号 赤城 10:00 浅草 11:55

○ 毎日 りょうもう 21号 浅草 14:50 赤城 16:42 ○ 毎日 りょうもう 21号 浅草 14:50 赤城 16:42 ○ 毎日 りょうもう 22号 赤城 11:05 浅草 12:55

○ 毎日 りょうもう 23号 浅草 15:20 太田 16:44 ○ 毎日 りょうもう 23号 浅草 15:20 太田 16:44 ○ 毎日 りょうもう 24号 赤城 12:05 浅草 13:55

○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 25号 浅草 15:50 赤城 17:42 ○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 25号 浅草 15:50 赤城 17:42 ○ 毎日 りょうもう 26号 赤城 13:05 浅草 14:55

○ 毎日 りょうもう 27号 浅草 16:20 太田 17:42 ○ 毎日 りょうもう 27号 浅草 16:20 太田 17:42 ○ 毎日 りょうもう 28号 赤城 14:05 浅草 15:55

○ 毎日 りょうもう 29号 浅草 16:50 赤城 18:42 ○ 毎日 りょうもう 29号 浅草 16:50 赤城 18:42 ○ 毎日 りょうもう 30号 太田 15:02 浅草 16:35

× 毎日 りょうもう 31号 浅草 17:09 太田 18:43 ○ 毎日 りょうもう 31号 浅草 17:09 太田 18:43 ○ 毎日 りょうもう 32号 赤城 15:05 浅草 16:55

× 毎日 りょうもう 33号 浅草 17:39 赤城 19:42 ○ 毎日 りょうもう 33号 浅草 17:39 赤城 19:42 ○ 毎日 りょうもう 34号 太田 15:58 浅草 17:25

× 毎日 りょうもう 35号 浅草 18:09 太田 19:44 ○ 毎日 りょうもう 35号 浅草 18:09 太田 19:44 ○ 毎日 りょうもう 36号 赤城 15:57 浅草 17:55

× 毎日 りょうもう 37号 浅草 18:39 赤城 20:41 ○ 毎日 りょうもう 37号 浅草 18:39 赤城 20:41 ○ 毎日 りょうもう 38号 太田 16:59 浅草 18:25

× 毎日 りょうもう 41号 浅草 19:09 赤城 21:10 ○ 土休日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 39号 浅草 18:49 館林 19:57 ○ 毎日 りょうもう 40号 赤城 17:00 浅草 18:55

× 毎日 りょうもう 43号 浅草 19:39 伊勢崎 21:37 ○ 毎日 りょうもう 41号 浅草 19:09 赤城 21:10 ○ 毎日 りょうもう 42号 太田 17:58 浅草 19:25

× 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 45号 浅草 19:59 太田 21:31 ○ 毎日 りょうもう 43号 浅草 19:39 伊勢崎 21:37 ○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 44号 赤城 18:00 浅草 19:55

× 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 47号 浅草 20:19 赤城 22:14 ○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 45号 浅草 19:59 太田 21:31 ○ 毎日 りょうもう 46号 太田 18:54 浅草 20:25

× 毎日 りょうもう 49号 浅草 20:39 葛生 22:19 ○ 毎日 ﾘﾊﾞﾃｨりょうもう 47号 浅草 20:19 赤城 22:14 ○ 毎日 りょうもう 48号 赤城 19:00 浅草 20:55

× 毎日 りょうもう 51号 浅草 21:09 赤城 23:01 ○ 毎日 りょうもう 49号 浅草 20:39 葛生 22:19 ○ 毎日 りょうもう 50号 太田 19:56 浅草 21:25

× 毎日 りょうもう 53号 浅草 21:39 太田 23:08 ○ 毎日 りょうもう 51号 浅草 21:09 赤城 23:01 ○ 毎日 りょうもう 52号 赤城 19:56 浅草 21:55

× 毎日 りょうもう 55号 浅草 22:19 館林 23:27 ○ 毎日 りょうもう 53号 浅草 21:39 太田 23:08

○ 毎日 りょうもう 55号 浅草 22:19 館林 23:27

列車名列車名 列車名


