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京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄）は，夜間にお

ける保守作業時間の確保および鉄道係員の労働環境の改善，さらには新型コロナウイルス感染症の

流行により深夜時間帯のご利用状況が大きく変化している実態を踏まえ， 2021 年３月 27 日（土）

に土休日ダイヤ，2021 年３月 29 日（月）に平日ダイヤを改正いたします。 

 

今回のダイヤ改正では，終列車時刻を平日下り方面は大師線以外の各線で概ね 15～30 分，平日

上り方面は空港線，逗子線を繰り上げます。また３密回避のため終列車前に列車の増発をいたしま

す。そのほか平日の朝ラッシュ時間帯に，三浦海岸・横須賀中央・金沢文庫・上大岡駅から品川・泉岳寺

駅までゆったり座ってご乗車いただける「モーニング・ウィング号」を８両編成で運行してまいりましたが，

多くのお客さまに大変ご好評をいただいていることから，５月６日（木）からは，新造車両（1000 形）

を使用して，「モーニング・ウィング３号」を 12 両編成化し，座席数を 128 席拡充します。 

 

今後もお客さまのご利用状況を踏まえ運行ダイヤの適正化を検討してまいりますので，皆さまの

ご理解とご協力をお願いいたします。詳細は，別紙をご覧ください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
モーニング・ウィング３号で使用する，1000 形 新造車両 

最終製作中（2021 年１月現在） 

 



別 紙 

ダイヤ改正について 

１．改正日  

土休日ダイヤ：2021 年３月 27 日（土） 

平 日ダイヤ：2021 年３月 29 日（月） 

※土休日ダイヤの終列車繰り上げおよび平日・土休日ダイヤの始発列車の繰り下げは 

ございません。 

 

下記の「現行」表示時刻は，現行ダイヤの時刻であり，2021 年１月 20 日（水）から実施して 

いる「緊急事態宣言に伴う終列車時刻繰り上げ」ではございませんのでご注意下さい。 

 

２.平日下り方面・行先別終列車の主要駅時刻 

（1）特急 三崎口駅行終列車（現行どおり） 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 上大岡発 金沢文庫発 三崎口着 

現行 22：50 23：00 23：04 23：13 23：23 23：31 24：09 

改正後 22：50 23：00 23：04 23：13 23：23 23：31 24：09 

 

（2）特急 三浦海岸駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 上大岡発 金沢文庫発 三浦海岸着 

現行 23：32 23：42 23：45 23：54 24：03 24：11 24：41 

改正後 23：14 23：23 23：27 23：37 23：46 23：53 24：24 

 

（3）特急 京急久里浜駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 上大岡発 金沢文庫発 京急久里浜着 

現行 24：02 24：11 24：15 24：24 24：33 24：41 １：01 

改正後 23：32 23：42 23：45 23：54 24：03 24：11 24：31 

※上大岡駅で普通 浦賀駅行終列車に接続します。 

 

（4）特急 金沢文庫駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 上大岡発 金沢文庫着 

現行 24：23 24：32 24：36 24：45 24：54 １：01 

改正後 24：02 24：11 24：16 24：25 24：34 24：41 

※京急川崎駅で普通 神奈川新町駅行終列車に接続します。 

神奈川新町駅で普通 上大岡駅行終列車に接続します。 

上大岡駅で普通 金沢文庫駅行終列車に接続します。 

 

（5）浦賀駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 浦賀着 

現行 （23：46） （23：55） （23：59） （24：08） 24：47 

改正後 （23：32） （23：42） （23：45） （23：54） 24：42 

※（）は，特急にご乗車いただき堀ノ内駅で乗り換えた時刻です。 

 

 



（6）羽田空港第１・第２ターミナル駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 羽田空港第１・第２ターミナル着 

現行 24：04 24：17 24：28 

改正後 （24：02） 24：12 24：23 

※（）は，品川駅から特急にご乗車いただき京急蒲田駅で乗り換えた時刻です。 

 

（7）普通 京急川崎駅行終列車（現行どおり） 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎着 

現行 24：06 24：21 24：26 

改正後 24：06 24：21 24：26 

 

（8）逗子・葉山駅行終列車 

 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 横浜発 金沢八景発 逗子・葉山着 

現行 （24：02） （24：11） （24：15） （24：24） 24：44 24：51 

改正後 23：46 23：56 23：59 24：09 24：29 24：37 

※（）は特急にご乗車いただき金沢八景駅で乗り換えた時刻，改正後は直通列車特急 逗子・葉山駅行 

終列車になります。 

 

（9）小島新田駅行終列車（現行どおり） 

 京急川崎発 小島新田着 

現行 24：03 24：12 

改正後 24：03 24：12 

 

３.平日上り方面・変更終列車の時刻 

（1）羽田空港第１・第２ターミナル駅から京急蒲田駅行終列車 

 羽田空港第１・第２ターミナル発 京急蒲田着 

現行 24：20 24：31 

改正後 24：10 24：21 

※京急蒲田駅で普通 京急川崎駅行終列車に接続します。 

 

（2）逗子・葉山駅から金沢八景駅行終列車 

 逗子・葉山発 金沢八景着 

現行 24：31 24：38 

改正後 24：07 24：14 

 

※上り方面につきましては上記掲載のほか変更はございません。 

 

４．終列車前の増発列車 

（1）特急 神奈川新町駅行 

種別 泉岳寺発 品川発 京急蒲田発 京急川崎発 神奈川新町着 

特急 23：48 23：53 24：03 24：07 24：12 

※神奈川新町駅で普通 金沢文庫駅行終列車に接続します。 

 



（2）エアポート急行 神奈川新町駅行 

種別 羽田空港第１・第２ターミナル発 羽田空港第３ターミナル発 京急蒲田発 京急川崎発 神奈川新町着 

エアポート急行 23：48 23：51 24：06 24：11 24：18 

 

５．日中時間帯の一部普通列車について 

 2020年５月９日（土）から、日中時間帯の品川駅～京急蒲田駅間の一部普通列車を運休しておりま 

したが，現状のご利用状況を踏まえ，輸送力の適正化と引き続き乗務員の感染防止対策および労働環 

境の改善を図るため，2021年春のダイヤ改正から普通列車の運行形態を他区間同様 10分間隔といたし 

ます。 

 

６．「モーニング・ウィング３号」の 12両編成化について 

（1）開始日 

2021年５月６日（木）～ 

（2）内容 

平日の朝に三浦海岸・横須賀中央・金沢文庫・上大岡駅から品川駅までゆったり座れる 

「モーニング・ウィング３号」の金沢文庫～品川駅間を 12両編成で運行することにより， 

座席数が 539席から 667席になり 128席拡充します。 

乗車駅：三浦海岸駅，横須賀中央駅，金沢文庫駅，上大岡駅 

降車駅：品川駅 

※三浦海岸～金沢文庫駅間を新造車両の 1000形４両編成（トイレ付き）で運行し，金沢文庫駅にて 

８両編成と増結，12両編成で運行いたします。 

※品川駅まで途中下車はできません。 

 

※本ダイヤ改正に伴い，上記の下線部の時刻に変更がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三浦海岸発 横須賀中央発 金沢文庫発 上大岡発 品 川着 泉岳寺着 

モーニング・ 

ウィング１号 
  6:05 6:18 6:28 6:57   

モーニング・ 

ウィング３号 
6:09 6:27 6:42 6:52 7:28   

モーニング・ 

ウィング５号 
7:56 8:17 8:33 8:42 9:19 9:22 

モーニング・ウィング号時刻表 

クロスシート 最終製作中（2020 年 12月現在） バリアフリー対応トイレ 最終製作中（2021年１月現在） 



（3）乗車方法 

ご乗車いただくには，乗車券のほかに座席指定券（Wing Passまたは Wing Ticket）が必要です。 

各乗車駅の指定された乗車口から Wing Passまたは Wing Ticketを呈示いただき，ご乗車していた 

だきます。 

Wing Passは，ご乗車月前月の１日（2021年４月１日）から購入可能，Wing Ticketは，ご乗車日 

６日前（2021年４月 30日）の４：30から購入可能です。 

※料金，発売方法等はこれまでと同様です。 

 

（4）乗車口 

  各 乗 車 駅 の 乗 降 口 が 変 更 と な り ま す の で ， ご 利 用 前 に 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.keikyu.co.jp/）の「座席指定ウィングサービス」をご覧のうえ，お客さまご自身で 

ご確認ください。 

（ホームページは，2021年３月中旬頃に更新予定です。） 

 

７．その他 

ダイヤ改正後の各駅時刻表や各ウィング号の時刻については，2021年３月頃から各駅，当社ホーム 

ページ（https://www.keikyu.co.jp/）の「路線図・各駅情報」，「座席指定ウィングサービス」な 

どで順次お知らせいたします。 

 

８．お客さまのお問い合わせ先 

京急ご案内センター TEL.03-5789-8686／045-225-9696 

 １月９日（土）から当面の間，下記の時間に変更させていただいております。 

（平日 10：00～16：00 土・日・祝日 10：00～16：00）   

※営業時間は変更になる場合がございます。 

 

 

＜参 考＞ 

主な駅の夜間時間帯における，現行ダイヤと改正後ダイヤの比較（下線は変更を示す） 

品川駅（下り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改正後 

23 久 久 浦 羽 三 羽 文 久 久 上 逗 新 新 羽 

00 02 04 10 14 18 19 23 32 36 46 48 53 58 

24 文 川 

02 06 

 

 

 現 行 

23 久 久 浦 羽 三 羽 文 久 三 文 久 新 羽 

00 02 04 10 14 18 19 23 32 34 46 48 52 

24 久 羽 川 文 

02 04 06 23 

https://www.keikyu.co.jp/
https://www.keikyu.co.jp/


 

横浜駅（下り） 

 現 行 

23 崎 浦 久 崎 文 久 久 浦 三 文 久 浦 三 文 

02 05 09 13 16 24 27 29 37 39 46 48 54 57 

24 文 文 久 文 文 久 文 文 

00 05 08 11 18 24 27 45 

 

 

 

 改正後 

23 崎 逗 久 崎 浦 久 久 浦 三 逗 久 浦 久 

02 05 09 13 16 24 27 29 37 39 46 48 54 

24 文 文 逗 文 文 上 

00 04 09 18 25 28 

 

※行先 崎＝三崎口 三＝三浦海岸 久＝京急久里浜 浦＝浦賀 逗＝逗子・葉山 

    文＝金沢文庫 上＝上大岡 新＝神奈川新町 川＝京急川崎 

    羽＝羽田空港第１・第２ターミナル  ＝イブニング・ウィング号 

 

 


