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号
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表番号
総覧

方面 各方面に含まれる主な地方名（省名） 各方面の代表的な路線名（区間）
a 東北（遼寧・吉林・黒竜江） 京哈線（北京－哈爾浜）・瀋大線（大連－瀋陽）
b 華東北部（山東・江蘇・安徽） 京滬線（北京－上海）・京九線（北京－南昌）
c 華東南部（浙江・江西・福建） 滬昆線（上海－長沙）・京九線（南昌－広州）
d 華北（河北・内モンゴル・寧夏・山西） 京広線（北京－広州）・京包線（北京－呼和浩特）
e 華中・西南（河南・陝西・湖北・四川） 隴海線（鄭州－蘭州）・寧蓉線（武漢－成都）
f 華南・西南（湖南・貴州・雲南・広東・広西・海南） 滬昆線（長沙－昆明）・南広線（広州－南寧）
g 西北（甘粛・新疆・青海・チベット） 蘭新線（蘭州－烏魯木斉）・蘭青線（蘭州－拉薩）

 
表番号 備考 主な路線名 区間名

ａ　

東
北
（
遼
寧
・
吉
林
・
黒
竜
江
）

a01 a02 京哈高速線・喀赤客専線・朝凌高速線・新通客専線 北京朝陽－承徳南－赤峰－遼寧朝陽－盤錦・通遼－瀋陽
a03 a04 未開業 北京通州－宝坻－浜海西・天津
a05 a06 京承線・錦承線・葉赤線・新義線 北京－承徳・赤峰南－葉柏寿－錦州－阜新南－瀋陽
a07 a08 京哈線・津秦高速線・盤営高速線 北京・天津－唐山－秦皇島－盤錦・瀋陽
a09 a10 唐曹線 唐山－曹妃甸東・曹妃甸港
a11 a12 七灤線 唐山南－古冶
a13 a14 魏塔線・南票線 錦州－南票・葉柏寿
a15 a16 溝海線 溝幇子－盤錦－海城
a17 a18 鳳上線・通灌線・遼渓線・本桓線 鳳凰城－長甸・遼陽－本渓－通化
a19 a20 別表 京承線 通州西－承徳
a21 a22 別表 京哈線 公主嶺－長春－陶頼昭
a23 a24 京哈線・津山線・瀋山線 北京・天津－唐山－秦皇島－瀋陽
a25 a26 瀋大高速線・盤営高速線・京哈高速線 大連－盤錦－瀋陽－長春－哈爾浜
a27 a28 瀋大線・京哈線 大連－鞍山－瀋陽－四平－長春－哈爾浜
a29 a30 京通線・大鄭線 北京北－赤峰南－通遼－四平
a31 a32 大鄭線・通譲線・平斉線 瀋陽・大虎山－通遼・四平－太平川－大安北・白城－大慶西・斉斉哈爾
a33 a34 通霍線 通遼－霍林郭勒
a35 a36 未開業 長春－霍林郭勒
a37 a38 牙林線・伊加線 牙克石－伊図里河－加格達奇・満帰
a39 a40 長白線・白阿線・伊阿線 長春－大安北－白城－烏蘭浩特－阿爾山－海拉爾
a41 a42 丹大線 大連－丹東
a43 a44 瀋丹客専線 瀋陽－本渓－丹東
a45 a46 瀋丹線 瀋陽－本渓－鳳凰城－丹東
a47 a48 一部未開業 瀋佳高速線 長白山－敦化
a49 a50 瀋吉線・四梅線・梅集線・鴨大線・渾白線 瀋陽－撫順北－吉林・四平－通化－白山市－長白山－竜井－延吉
a51 a52 長琿城際線 長春－吉林－延吉西－琿春
a53 a54 長図線・牡図線 長春－吉林－延吉－図們－牡丹江
a55 a56 吉舒線・陶舒線・拉浜線 吉林－舒蘭－陶頼昭・哈爾浜
a57 a58 哈牡客専線・浜綏線 哈爾浜－牡丹江－鶏西・綏芬河
a59 a60 浜綏線 哈爾浜－牡丹江
a61 a62 瀋佳高速線 牡丹江－佳木斯
a63 a64 牡佳線・林東線 牡丹江－鶏西－東方紅・七台河－佳木斯
a65 a66 哈佳線 哈爾浜－佳木斯
a67 a68 未開業 哈爾浜－伊春西
a69 a70 佳富線・福前線・前撫線 佳木斯－双鴨山・撫遠
a71 a72 浜北線・北黒線・綏佳線・南烏線・鶴崗線 哈爾浜－綏化－北安－黒河・南岔－烏伊嶺・佳木斯－鶴北
a73 a74 哈斉客専線 哈爾浜－斉斉哈爾
a75 a76 浜洲線 哈爾浜－大慶－斉斉哈爾－海拉爾－満洲里
a77 a78 斉北線・富西線 斉斉哈爾－北安・加格達奇－古蓮
a79 a80 哈環線 哈爾浜－哈爾浜東－哈爾浜

ｂ　

華
東
北
部
（
山
東
・
江
蘇
・
安
徽
）

b01 b02 京滬高速線・石済客専線・合蚌高速線 北京南－天津・石家荘－済南－合肥・南京南－上海虹橋
b03 b04 京津城際線 北京南－天津－浜海
b05 b06 未開業 石家荘－衡水北－滄州西－渤海南
b07 b08 一部未開業 済鄭高速線 濮陽東－鄭州東
b09 b10 未開業 徐州東－淮北－蚌埠南・阜陽西
b11 b12 滬寧高速線 南京－常州－無錫－蘇州－上海
b13 b14 京滬線・淮南線 北京－天津－済南－合肥・南京－上海
b15 b16 津薊線 薊州北－天津
b17 b18 石徳線 徳州－衡水－石家荘
b19 b20 辛泰線 淄博－泰山
b21 b22 邯済線 済南－聊城－邯鄲
b23 b24 新石線 兗州－菏沢－新郷
b25 b26 寧蓉線 南京－合肥－武漢
b27 b28 一部未開業 合杭高速線・寧杭高速線 合肥南－蕪湖－宣城・南京南－湖州－杭州東
b29 b30 寧安城際線 南京南－蕪湖－銅陵－安慶
b31 b32 淮南線・寧銅線・銅九線・皖贛線・宣杭線 合肥・南京－蕪湖－九江・杭州・鷹潭
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b33 b34 未開業 浜海西・済南東－浜州－濰坊北－臨沂北－新沂東－合肥南
b35 b36 一部未開業 済青高速線・濰栄高速線・青栄城際線 済南東－濰坊北－青島－煙台－威海－栄成
b37 b38 未開業 済南東－棗荘南－台児荘
b39 b40 未開業 済南東－萊蕪北－鋼城東
b41 b42 日蘭高速線 曲阜東－臨沂北－日照西
b43 b44 膠済客専線・藍煙線・桃威線 済南－煙台・威海・青島
b45 b46 一部未開業 青塩線・徐塩客専線・塩通高速線・滬蘇通線 青島－日照西－連雲港・徐州東－淮安東－塩城－南通－張家港－上海
b47 b48 徐連高速線 徐州東－連雲港
b49 b50 未開業 塩城－泰州南－江陰－宜興
b51 b52 一部未開業 徳大線・竜煙線 徳州－浜州－東営南／竜口市－煙台
b53 b54 新石線・棗臨線・膠新線 兗州・棗荘西・徐州－臨沂－日照・膠州
b55 b56 一部未開業 連鎮線 連雲港－淮安東－揚州東－南京
b57 b58 隴海線・新靖線・寧啓線 徐州－連雲港東・淮安－塩城・南京－南通－啓東
b59 b60 一部未開業 京港高速線・昌九城際線 商丘－阜陽西－合肥南－安慶－九江－南昌
b61 b62 京九線・濉阜線・阜淮線・麻武線 北京・天津－商丘・徐州－阜陽－合肥・武昌・南昌
b63 b64 一部未開業 京雄城際線 北京西－雄安
b65 b66 一部未開業 鄭阜高速線 鄭州東－阜陽西
b67 b68 寧西線 西安－南陽－信陽・阜陽－合肥
b69 b70 漯阜線 漯河－阜陽
b71 b72 合九線 合肥－安慶・九江
b73 b74 一部未開業 武石城際線・武岡城際線・武九客専線 武漢－黄岡東・九江・南昌
b75 b76 武九線 武昌－九江・南昌

ｃ　

華
東
南
部
（
浙
江
・
江
西
・
福
建
）

c01 c02 滬昆高速線 上海虹橋－杭州東－上饒－南昌西－長沙南
c03 c04 未開業 寧波－嵊州新昌－義烏
c05 c06 未開業 杭州西－義烏－温州南
c07 c08 一部未開業 金温線 金華－温州南
c09 c10 金温貨線・金台線 金華－台州西・温州
c11 c12 衢九線 衢州－景徳鎮北－九江
c13 c14 一部未開業 杭昌高速線 杭州東－黄山北
c15 c16 滬昆線 上海南－杭州－金華－上饒－鷹潭－南昌－長沙
c17 c18 金山線 上海南－金山衛
c19 c20 杭甬線 杭州－寧波
c21 c22 衢寧線 衢州－寧徳
c23 c24 鷹厦線・峰福線 鷹潭－三明北・延平東－福州
c25 c26 合福高速線・南竜線 合肥南－銅陵北－黄山北－上饒－福州－三明北－竜岩
c27 c28 一部未開業 京港高速線 南昌－吉安西－贛州西－深圳北
c29 c30 昌福線・建化線・清冠線・永莆線 南昌－寧化－竜岩・三明北－福州・莆田
c31 c32 一部未開業 京九線・吉衡線・興泉線・贛韶線 南昌－吉安－衡陽・清流・贛州－韶関東・広州・深圳
c33 c34 一部未開業 広恵城際線 小金口－常平東－東莞西
c35 c36 一部未開業 漳竜線・畲竜線 竜岩・汕頭－梅州－竜川
c37 c38 一部未開業 贛瑞竜線 贛州－竜岩
c39 c40 未開業 竜岩－梅州西－竜川西
c41 c42 一部未開業 杭深線・竜漳線・梅汕線 杭州東－寧波－温州南－福州－厦門－竜岩・汕頭－梅州西・深圳北
c43 c44 一部未開業 杭台高速線 杭州東－嵊州新昌－台州－温嶺
c45 c46 福平線 福州－平潭
c47 c48 未開業 福州－厦門北－漳州－汕頭－汕尾－広州
c49 c50 未開業 恵東北－深圳北－前保
c51 c52 未開業 大亜湾－深圳坪山－深圳機場北

（次ページに続く）
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d01 d02 京広高速線・津覇客専線 北京西・天津－鄭州東－武漢－広州南
d03 d04 広深港高速線 広州南－深圳北－香港西九竜
d05 d06 鄭機城際線 鄭州東－新鄭機場－鄭州航空港
d07 d08 武咸城際線 武昌－咸寧南
d09 d10 長株城際線・湘潭城際線 長沙－湘潭・株洲南
d11 d12 広九線 広州－深圳
d13 d14 一部未開業 広清城際線・広州東環城際線・穂深城際線 花都－清城／花都－白雲機場北／広州－東莞西－深圳機場
d15 d16 京広線・津覇線・覇徐線 北京西・天津－石家荘－鄭州－武昌－長沙－広州
d17 d18 一部未開業 京張高速線・京包客専線・張大客専線・銀蘭客専線 北京北－張家口－呼和浩特－鄂爾多斯・包頭／銀川－中衛南
d19 d20 包白線 包頭－白雲鄂博
d21 d22 京包線・包蘭線 北京－張家口－大同－集寧南－呼和浩特－包頭－銀川－蘭州
d23 d24 集通線・錫烏線 集寧南－錫林浩特－霍林郭勒－烏蘭浩特・通遼
d25 d26 集二線・錫二線 集寧南・錫林浩特－二連
d27 d28 別表 京包線・包蘭線 大同－集寧南－呼和浩特－包頭－烏海西
d29 d30 京原線 北京－原平
d31 d32 未開業 雄安－保定東－忻州西
d33 d34 石太線 石家荘北－太原
d35 d36 邯長線 邯鄲－長治北
d37 d38 石太客専線・太中線 石家荘－太原－綏徳－銀川・中衛
d39 d40 瓦日線濮湯段 安陽－濮陽
d41 d42 一部未開業 鄭太客専線 太原南－焦作－鄭州
d43 d44 一部未開業 陽泉東線 陽泉北－陽泉東
d45 d46 太新線 太原－焦作－新郷
d47 d48 一部未開業 大西高速線 大同南－太原南－臨汾西－運城北－西安北
d49 d50 北同蒲線・南同蒲線・侯閻線 大同－太原－臨汾－孟塬・西安
d51 d52 未開業 楡林南－延安－銅川－西安北
d53 d54 包西線・咸銅線 包頭－綏徳－延安・銅川東－西安
d55 d56 銀西高速線 銀川－慶陽－西安北
d57 d58 未開業 慶陽－平涼－定西北
d59 d60 宝中線・西平線・天華線 中衛－平涼－西安・天水・宝鶏

ｅ　

華
中
・
西
南
（
河
南
・
陝
西
・
湖
北
・
四
川
）

e01 e02 一部未開業 徐蘭高速線・日蘭高速線 徐州東・曲阜東－鄭州東－西安北－蘭州西
e03 e04 未開業 西安北－安康西－万州北・達州南－重慶西
e05 e06 西成客専線 西安北－漢中－広元－成都東
e07 e08 隴海線 徐州－商丘－鄭州－洛陽－西安－宝鶏－蘭州
e09 e10 鄭開城際線 宋城路－鄭州東
e11 e12 未開業 鄭州航空港－登封－洛陽竜門
e13 e14 宝成線・陽安線 宝鶏・安康－広元－成都
e15 e16 別表 隴海線 天水－蘭州
e17 e18 別表 宝成線 宝鶏－広元
e19 e20 成灌線 成都－彭州・離堆公園・青城山
e21 e22 成雅線 成都西－雅安
e23 e24 一部未開業 鄭渝高速線 鄭州東－襄陽東－万州北－重慶北
e25 e26 焦柳線・漯宝線 新郷－焦作・鄭州－洛陽－平頂山－漯河・襄陽
e27 e28 一部未開業 武孝城際線・武西高速線 漢口－襄陽東－十堰東
e29 e30 漢丹線・襄渝線・西康線・達成線 武漢－襄陽・西安－安康－達州－重慶・成都
e31 e32 未開業 武漢－宜昌北－重慶北－成都
e33 e34 未開業 宜昌北・荊門西－常徳－婁底南
e35 e36 寧蓉線・長荊線・達万線 武漢－宜昌東－達州・重慶北－成都
e37 e38 一部未開業 張吉懐高速線 張家界西－懐化南
e39 e40 焦柳線 襄陽－宜昌東－張家界－懐化
e41 e42 別表 渝懐線 懐化－重慶北
e43 e44 一部未開業 長株城際線・渝厦高速線・石長線・渝懐線 長沙－常徳－張家界西・懐化－重慶北
e45 e46 成渝高速線 重慶北・重慶西－内江北－成都東
e47 e48 蘭渝線 重慶北－南充北－広元－蘭州
e49 e50 未開業 成都東－松潘－合作－蘭州・西寧
e51 e52 一部未開業 綿瀘高速線 内江北－自貢－瀘州
e53 e54 一部未開業 成昆線・峨広線 成都－峨眉／冕寧－西昌西－攀枝花南－昆明
e55 e56 成昆線 峨眉－普雄－西昌－攀枝花南
e57 e58 一部未開業 楚大線・滇蔵線・大瑞線・大臨線 昆明－大理－麗江・保山・臨滄
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表番号 備考 主な路線名 区間名

ｆ　

華
南
・
西
南
（
湖
南
・
貴
州
・
雲
南
・
広
東
・
広
西
・
海
南
）

f01 f02 一部未開業 滬昆高速線・益永線・安六客専線 長沙南－邵陽・懐化南・銅仁－貴陽北－六盤水・昆明南
f03 f04 渝貴線 貴陽－遵義－重慶西
f05 f06 成貴客専線 貴陽東－宜賓西・峨眉山－成都東
f07 f08 懐衡線 衡陽東－邵陽－懐化南
f09 f10 貴開線 貴陽北－開陽
f11 f12 隆黄線・畢織線・湖雍線 貴陽－織金－納雍・大方南
f13 f14 一部未開業 貴陽環線 貴陽北－貴安－花渓南－貴陽北
f15 f16  滬昆線・益永線・水紅線 長沙－婁底－永州・懐化－貴陽－六盤水－曲靖－昆明
f17 f18 中老昆万線・玉河線 昆明－玉渓－河口北・西双版納－磨憨
f19 f20 川黔線 遵義－重慶
f21 f22 成渝線・内六線 重慶・六盤水－内江－成都
f23 f24 別表 滬昆線・水紅線・南昆線 玉屛－貴陽－六盤水－曲靖（威舎）－昆明
f25 f26 衡柳線・柳南客専線・焦柳線・黔桂線 衡陽－桂林・懐化・貴陽－柳州－南寧
f27 f28 益湛線 永州－賀州－玉林
f29 f30 未開業 南寧－憑祥東
f31 f32 湘桂線 南寧－憑祥
f33 f34 海南環島高鉄線西段 海口－東方－三亜
f35 f36 一部未開業 貴広客専線 広州南－賀州－桂林西－貴陽北
f37 f38 南広線 広州南－梧州南－柳州・南寧
f39 f40 広肇城際線 仏山西－鼎湖東－肇慶
f41 f42 一部未開業 広珠城際線・珠機城際線 広州南－珠海－珠海長隆
f43 f44 未開業 珠海鶴洲－江門－広州・肇慶東・玉林北－南寧
f45 f46 未開業 湛江北－海口
f47 f48 一部未開業 邕北線・欽防線 北海－防城港北－南寧
f49 f50 一部未開業 広珠城際線・深湛線・粤海輪渡線 広州南－江門－茂名－湛江西－海口
f51 f52 広茂線・黎湛線 広州－茂名・湛江－南寧
f53 f54 一部未開業 南昆客専線 南寧－百色－昆明南
f55 f56 南昆線 南寧－百色－昆明
f57 f58 海南環島高鉄線東段 海口－万寧－三亜

ｇ
西
北
（
甘
粛
・
新
疆
・
青
海
・
チ
ベ
ッ
ト
）

g01 g02 一部未開業 蘭新客専線・敦煌線 蘭州－西寧－嘉峪関南－敦煌・哈密－烏魯木斉
g03 g04 蘭新線・敦煌線 蘭州・中衛－武威－嘉峪関－敦煌・哈密－吐魯番－烏魯木斉
g05 g06 蘭青線・青蔵線 蘭州－西寧－格爾木－拉薩
g07 g08 酒額線 酒泉－東風南
g09 g10 嘉鏡線 嘉峪関－鏡鉄山
g11 g12 一部未開業 川蔵線 林芝－拉薩
g13 g14 拉日線 拉薩－日喀則
g15 g16 格庫線・和若線 格爾木－花土溝／米蘭・和田－若羌－庫爾勒
g17 g18 別表 蘭新線 蘭州－嘉峪関
g19 g20 別表 干武線 中衛－武威
g21 g22 南疆線・喀和線 烏魯木斉－吐魯番－喀什－和田
g23 g24 蘭新線・奎北線・精霍線・博州線 烏魯木斉－奎屯－塔城・阿勒泰・霍爾果斯・博楽・阿拉山口


