
      名鉄名古屋 中部空港 海 子   名鉄乗 換 表            名鉄   改正版

 海 子   平日 
高浜     前                                                                  
内海駅                                       
河和駅                                                       

     河和駅    終着    内海駅 乗換  下   

内 普通 内 普通 内 快急
 名鉄 平日 普通 μ特急         μ特急 μ特急     μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 特急 特急 普通 普通 特急 普通 普通 特急 普通
河和                                                                                      
知多武豊                                                                                                
知多半田             乗換                                                                                
太田川                                                                                            
 空港 常滑方面 乗換  準急 快急 快急 急行 急行 準急 μ特急 準急 準急 μ特急 準急 準急 μ特急 μ特急 準急 μ特急 μ特急 準急 μ特急
太田川                                                                                         
常滑                                                                                          
中部国際空港                                                                                           
神宮前                                                                                             
金山                                                                                             
名鉄名古屋                                                                                             

  富貴駅    発 特急 乗換  下    中部国際空港 行   方 太田川駅  乗換 下   

 普通  知多半田 名鉄名古屋間 急行   運行     

 海 子   土休日 
高浜     前                                                                       
内海駅                                             
河和駅                                                                

    海水浴     年末 土休日 河和駅付近 渋滞  海 子   遅  場合      

 名鉄 土休日 内 急行 内 μ特急
μ特急         普通 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急

河和                                                                                     
知多武豊                                                                                            
知多半田                                                                                            
太田川                                                                                             
 空港 常滑方面 乗換  μ特急 準急 準急 μ特急 準急 準急 準急 準急 μ特急 準急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 準急 特急 準急 準急
太田川                                                                                         
常滑                                                                                         
中部国際空港                                                                                          
神宮前                                                                                              
金山                                                                                              
名鉄名古屋                                                                                              

 μ特急 特別車 座席指定料   円  一般車 連結      特急 急行 普通 全車一般車   
 内  内海駅 乗換        注意     

 普通  知多半田 名鉄名古屋間 急行   運行     



      名鉄名古屋 中部空港 海 子   名鉄乗 換 表            名鉄   改正版

 海 子   平日 
高浜     前                                                                                      
内海駅                                                      
河和駅                                                                                      

 名鉄 平日 普通 特急 普通 普通 特急 普通 普通 μ特急 普通 普通 μ特急 普通 μ特急 普通 μ特急 普通 μ特急 普通 μ特急 普通
河和                                                                                                     
知多武豊                                                                                                     
知多半田                                                                                                     
太田川                                                                                                     
 空港 常滑方面 乗換  μ特急 準急 μ特急 μ特急 準急 μ特急 μ特急 準急 μ特急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急
太田川                                                                                                     
常滑                                                                                                     
中部国際空港                                                                                                     
神宮前                                                                                                     
金山                                                                                                     
名鉄名古屋                                                                                                     

 河和駅発 普通  知多半田 名鉄名古屋間 急行   運行     

    海水浴     年末 土休日 河和駅付近 渋滞  海 子   遅  場合      

 海 子   土休日 
高浜     前                                                                                 
内海駅                                                 
河和駅                                                                                 

 名鉄 土休日 
普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 普通 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急 μ特急

河和                                                                                                     
知多武豊                                                                                                     
知多半田                                                                                                     
太田川                                                                                                     
 空港 常滑方面 乗換  特急 準急 準急 特急 準急 準急 特急 準急 準急 特急 準急 準急 準急 準急 準急 準急 準急 準急 準急 準急
太田川                                                                                                     
常滑                                                                                                     
中部国際空港                                                                                                     
神宮前                                                                                                     
金山                                                                                                     
名鉄名古屋                                                                                                     

 μ特急 特別車 座席指定料   円  一般車 連結      特急 急行 普通 全車一般車   金山駅 乗換  

 中部国際空港 行   方 太田川駅  乗換 下   空港行  毎時 本     



 名鉄名古屋 中部国際空港                 名鉄   改正版

 名鉄 平日 急行 μ特急 μ特急 急行 μ特急 急行 特急 急行 特急 急行 特急 急行 特急 急行 特急
名鉄名古屋                                                                      
金山                                                                       
神宮前                                                                       

準急 急行 普通 急行 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急
中部国際空港                                                                      
常滑                                                                      
太田川 乗換                                                                        
太田川                                                                       
知多半田                                                                        
知多武豊                                                                        
河和                                                                        

 急行  知多半田 河和間 普通   運行     

 海 子   平日  中部国際空港   越  方  太田川駅 河和行  特急 急行  乗換 下   

河和駅                                                                            
内海駅                                               
高浜     前                                                                             

 名鉄 土休日 
急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急

名鉄名古屋                                                                          
金山                                                                           
神宮前                                                                           

急行 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急
中部国際空港                                                                          
常滑                                                                          
太田川 乗換                                                                            
太田川                                                                           
知多半田                                                                            
知多武豊                                                                            
河和                                                                            

 海 子   土休日 
河和駅                                                                            
内海駅                                               
高浜     前                                                                              

 μ特急 特別車 座席指定料   円  一般車 連結      特急 急行 普通 全車一般車   
 青春       利用 方    武豊駅 名鉄知多武豊駅 徒歩  分     



 名鉄名古屋 中部国際空港                 名鉄   改正版

 名鉄 平日 急行 特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急
名鉄名古屋                                                                                           
金山                                                                                           
神宮前                                                                                           

μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急
中部国際空港                                                                                           
常滑                                                                                           
太田川 乗換                                                                                            
太田川                                                                                           
知多半田                                                                                           
知多武豊                                                                                           
河和                                                                                           

 河和駅構内                        飯  品 調達       海 子   乗換 時間      分確保  下   

 海 子   平日  急行  知多半田 河和間 普通   運行     

河和駅                                                             
内海駅                                     
高浜     前                                                             

 高浜  停  徒歩 分 国道沿                    時間               

 名鉄 土休日 
急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急 急行 μ特急

名鉄名古屋                                                                                           
金山                                                                                           
神宮前                                                                                           

μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急 μ特急 準急
中部国際空港                                                                                           
常滑                                                                                           
太田川 乗換                                                                                            
太田川                                                                                           
知多半田                                                                                           
知多武豊                                                                                           
河和                                                                                           

 河和駅構内                        飯  品 調達       海 子   乗換 時間      分確保  下   

 海 子   土休日 
河和駅                                                             
内海駅                                     
高浜     前                                                             

 高浜  停  徒歩 分 国道沿                    時間               

 高浜   手前 豊浜  停前                      飯 品 調達               徒歩 分   


