
２０２２年１２月１６日 

２０２３年３月１８日(土)東横線・目黒線・田園都市線など東急線６路線でダイヤ改正を実施 

～同日に東急新横浜線が開業します～ 

東急電鉄株式会社 

 

当社は、２０２３年３月１８日（土）に東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線でダイヤ改正を実

施します。また、同日に東急新横浜線を開業します。 

 

今回のダイヤ改正では、東横線・目黒線が、東急新横浜線と直通運転を開始するほか、目黒線・田園都市線において

は朝ラッシュ時間帯の所要時間短縮により利便性向上を図ります。 

また、田園都市線の平日９時台および２２～０時台、池上線の平日９～１０時台、東急多摩川線の平日７～９時台およ

び土休日の日中時間帯においては、お客さまのご利用動向の変化に対応した運行ダイヤの見直しを実施します。 

今回のダイヤ改正の主なポイントは以下のとおりです。 

 

＜ダイヤ改正の主なポイント＞ 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

<東急新横浜線開業に伴う運行形態の変更> 

■東急新横浜線では、東横線、目黒線および相鉄線※との直通運転を開始します。 

※一部列車は新横浜駅折返しとなります。 

 

<新幹線アクセスの向上> 

■東急新横浜線から早朝新横浜駅始発下りの東海道新幹線へお乗り換えが可能となります。 

 

<所要時間短縮による速達性、利便性向上> 

■目黒線、田園都市線では、一部列車の所要時間を短縮し、速達性と利便性を向上します。 

・目 黒 線：平日６～７時台の上り急行６本で、日吉駅～目黒駅間の所要時間を２２分から１７～１８分に短縮します。 

・田園都市線：平日８時台の上り準急２本を急行に変更し、渋谷駅着８時５０分頃～９時１０分頃の上り準急・急行に 

おいて中央林間駅～渋谷駅間の所要時間を最大１０分短縮します。 

また、土休日の渋谷駅発２３時台の下り各駅停車１本を準急に変更し、渋谷駅～中央林間駅間の所要 

時間を１２分短縮します。 

 

<運行ダイヤの見直し> 

■田園都市線、大井町線、池上線、東急多摩川線では、お客さまのご利用動向の変化に対応して、一部区間・時間帯に

おいて運行ダイヤを見直します。 

 

<東横線有料座席指定列車「Ｓ-ＴＲＡＩＮ」の運行時刻繰り下げによる利便性向上> 

■東横線の土休日に運転している「Ｓ-ＴＲＡＩＮ１号」の運転時刻を、横浜駅７時０９分発から７時５４分発に繰り下げ、 

都心や西武線方面へお出かけになる際の利便性を向上します。 

 



＜別紙＞  

【東急線ダイヤ改正の概要】 

 

１．ダ イ ヤ 改 正 日：２０２３年３月１８日（土） 

２．実 施 路 線：東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線 

３．実 施 内 容 

■東急新横浜線の開業 

東急新横浜線を走行する全列車※が東横線または目黒線と直通します。※一部、日吉駅始発の列車もあります 

〈相鉄線⇔東急新横浜線⇔東横線⇔東京メトロ副都心線〉 

 

 

 

 

 

 

 
 

※時間帯は、東横線の渋谷駅到着時刻を基準としています。 

※一部列車は東武東上線まで運転を行います。 

 

〈相鉄線⇔東急新横浜線⇔目黒線⇔東京メトロ南北線〉 

 

 

 

 

 
 

※時間帯は、目黒線の目黒駅到着時刻を基準としています。 

 

〈相鉄線⇔東急新横浜線⇔目黒線⇔都営地下鉄三田線〉 

 

 

 

 

 

 
 

※時間帯は、目黒線の目黒駅到着時刻を基準としています。 

 

■東急新横浜線から早朝新横浜駅始発下りの東海道新幹線へのお乗り換え 

新横浜駅下り６：００発の東海道新幹線ひかり号、６：０３発の臨時のぞみ号にお乗り換えいただけます。 

〈目黒線系統〉 

 目黒発 大岡山発 奥沢発 多摩川発 武蔵小杉発 日吉発 新綱島発 新横浜着 

各 停 ― ― ４：５８始発 ５：０２ ５：０５ ５：１０ ５：１３ ５：１６ 

各 停 ５：００始発 ５：１０ ５：１２ ５：１５ ５：１９ ５：２３ ５：２６ ５：３０ 

各 停 ５：０７始発 ５：１６ ５：１８ ５：２２ ５：２５ ５：３０ ５：３２ ５：３６ 

各 停 
溜池山王(５：０３始発) 

５：１５ 
５：２４ ５：２６ ５：２９ ５：３３ ５：３７ ５：４０ ５：４４ 

 

 

 

 平日 土休日 

時間帯 
 相鉄線内 

→副都心線方面 

 副都心線方面 

→相鉄線内 

 相鉄線内 

→副都心線方面 

 副都心線方面 

→相鉄線内 

７～１０時 ９本 ８本 

１時間あたり２本 日 中 １時間あたり２本 

１７～２０時 ８本 １１本 

終 日 ３８本 ３５本 ３０本 ３０本 

 平日 土休日 

時間帯 
相鉄線内 

→南北線方面 

南北線方面 

→相鉄線内 

相鉄線内 

→南北線方面 

南北線方面 

→相鉄線内 

７～１０時  ７本  ４本  ４本  ３本 

日 中 ― ― 

１７～２０時  ７本  ５本  ４本  ６本 

終 日 ２０本 １８本 １４本 １５本 

 平日 土休日 

時間帯 
 相鉄線内 

→三田線 

 三田線 

→相鉄線内 

 相鉄線内 

→三田線 

 三田線 

→相鉄線内 

７～１０時 ７本 ７本 ６本 ９本 

日 中 １時間あたり２本 １時間あたり２本 

１７～２０時 ３本 ４本 ６本 ５本 

終 日 ３０本 ３１本 ３１本 ３１本 



〈東横線系統〉 

 渋谷発 自由が丘発 多摩川発 武蔵小杉発 日吉発 新綱島発 新横浜着 

急 行 ５：２３始発 ５：３３ ５：３６ ５：３９ ５：４２ ５：４５ ５：４８ 

 

（参考）２０２３年３月改正 東海道新幹線時刻表（早朝新横浜駅発下り列車を抜粋） 

 東京発 品川発 新横浜発 名古屋着 京都着 新大阪着 

ひかり５３３号 ― ― ６：００ ７：２５ ８：００ ８：１３ 

のぞみ４９１号(注) ― ― ６：０３ ７：１８ ７：５２ ８：０６ 

のぞみ９９号 ― ６：００ ６：１１ ７：２７ ８：０２ ８：１６ 

のぞみ１号 ６：００ ６：０７ ６：１８ ７：３４ ８：０８ ８：２２ 

注：のぞみ４９１号は臨時列車です。 

※東海道新幹線のダイヤは現時点で計画中の内容であり、今後変更の場合がございます。 

※詳細につきましては、ＪＲ東海ホームページなどをご覧ください。 

 

■所要時間短縮による速達性および利便性向上 

（１）目 黒 線： 平日朝ラッシュ時間帯、奥沢駅、武蔵小山駅の両方で各停を追い越す急行を６本設定し、 

日吉駅～目黒駅間の所要時間を最大で５分短縮します。 

 

急 行 日吉発 武蔵小杉発 目黒着 所要時間 

浦和美園行き ６：４０ ６：４３ ６：５７ １７分 

西高島平行き ６：５５ ６：５９ ７：１２ １７分 

浦和美園行き ７：０４ ７：０８ ７：２１ １７分 

西高島平行き ７：１４ ７：１８ ７：３１ １７分 

浦和美園行き ８：２１ ８：２５ ８：３９ １８分 

西高島平行き ８：２６ ８：３０ ８：４４ １８分 

 

  （２）田園都市線： 平日渋谷駅着８時５０分頃～９時１０分頃の上り準急・急行において所要時間を短縮  

します。 

             また、８時台の上り準急２本を急行に変更します。 

             土休日の渋谷駅発２３時台の各駅停車１本を準急に変更し、夜間の速達性を向上します。 

 

 【平日 渋谷駅８時５０分頃～９時１０分頃到着の主な変更列車】 

 中央林間発 長津田発 渋谷着 所要時間 

現  行：準急 ― ８：０３ ８：４７ ４４分 

改正後：準急 ― ８：０５ ８：４７ ４２分（▲２分） 

 

現  行：準急 ７：５６ ８：０８ ８：５２ ５６分 

改正後：準急 ８：００ ８：１１ ８：５１ ５１分（▲５分） 

 

現  行：準急 ― ８：１３ ８：５６ ４３分 

改正後：急行 ― ８：１９ ８：５６ ３７分（▲６分） 

 

現  行：準急 ８：０９ ８：１９ ９：０１ ５２分 

改正後：急行 ８：１９ ８：２６ ９：０１ ４２分（▲１０分） 

 

現  行：急行 ― ８：２８ ９：０５ ３７分 

改正後：急行 ― ８：３３ ９：０６ ３３分（▲４分） 

 

 

 

 



   【土休日 各駅停車から準急への変更列車】 

 渋谷発 長津田着 中央林間着 所要時間 

現  行：各停 ２３：１３ ０：００ ０：１１ ５８分 

改正後：準急 ２３：１５ ２３：５０ ０：０１ ４６分（▲１２分） 

   ※改正後の準急は、二子玉川駅（大井町線からの直通列車）と鷺沼駅で各駅停車に接続します。 

 

■運行ダイヤの見直し 

田園都市線、大井町線、池上線、東急多摩川線では、一部区間・時間帯において、お客さまのご利用動向の変化に

対応して運行ダイヤの見直しを実施します。 

  （１）田園都市線： 平日の朝ラッシュ時間帯および夜間時間帯において、運転本数を見直します。 

・ ８時台  中央林間駅～長津田駅間、上下とも各駅停車を２本増発します。 

・ ９時台  長津田駅～渋谷駅間、上り各駅停車を１２本から１１本に変更します。 

渋谷駅着９時３０分まで急行と各駅停車の運転割合を１：１とし、急行の混雑を緩和します。 

・２２時台  長津田駅～渋谷駅間、上り各駅停車を９本から８本に変更します。 

・２３時台  長津田駅～渋谷駅間、上り各駅停車を７本から６本に変更します。 

・２３時台  渋谷駅～長津田駅間、下り各駅停車を１１本から１０本に変更します。 

・ ０時台  渋谷駅～長津田駅間、下り各駅停車を４本から３本に変更します。 

 

  （２）大 井 町 線： 田園都市線のダイヤ改正に合わせて一部列車で時刻を変更します。 

 

  （３）池 上 線： 平日の朝ラッシュ時間帯前後において、運転本数を見直します。 

・ ６時台  雪が谷大塚駅～蒲田駅間、下り１３本から１２本に変更します。 

・ ８時台  五反田駅～雪が谷大塚駅間、下り２３本から２２本に変更します。 

・ ９時台  蒲田駅～雪が谷大塚駅間、上り１６本から１５本に変更します。 

・ ９時台  雪が谷大塚駅～五反田駅間、上り１６本から１５本に変更します。 

 ・１０時台  五反田駅～雪が谷大塚駅間、下り９本から８本に変更します。 

      ・１０時台  雪が谷大塚駅～五反田駅間、上り１０本から９本に変更します。 

 

（４）東 急 多 摩 川 線： 平日の朝ラッシュ時間帯および土休日の日中時間帯において、運転本数を見直します。 

【平 日】 

 ・ ７時台  蒲田駅～多摩川駅間、上り１６本から１５本に変更します。 

・ ７時台  多摩川駅～蒲田駅間、下り１６本から１５本に変更します。 

・ ８時台  蒲田駅～多摩川駅間、上り１８本から１６本に変更します。 

・ ８時台  多摩川駅～蒲田駅間、下り１８本から１６本に変更します。 

・ ９時台  蒲田駅～多摩川駅間、上り１２本から１１本に変更します。 

・ ９時台  多摩川駅～蒲田駅間、下り１３本から１２本に変更します。 

     【土休日】 

・ ９～１７時台  蒲田駅～多摩川駅間、上り１０本から９本に変更します。 

・ ９～１７時台  多摩川駅～蒲田駅間、下り１０本から９本に変更します。 

 

■東横線有料座席指定列車「Ｓ-ＴＲＡＩＮ」の運行時刻繰り下げによる利便性向上  

  「Ｓ-ＴＲＡＩＮ１号」の運転時刻 

 元町・中華街発 横浜発 渋谷着 西武秩父着 

現  行 ７：０１ ７：０９ ７：３５  ９：１５ 

改正後 ７：４６ ７：５４ ８：２６ １０：０５ 

 

最終的な各駅時刻表については、２０２３年３月上旬から各駅、当社ホームページなどで順次お知らせします。 

 

以   上  


