
駅の改札通過人数の推移（対前年比）【速報値】

4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

札幌駅 JR北海道 -52% -55% -77% -81% -59% -63% -65% -66% -68% -83% -87% -65% -67% -86% -69%

東京駅 JR東日本 -58% -67% -72% -74% -89% -84% -75% -76% -78% -79% -80% -92% -86% -78% -79% -79% -80% -80% -91% -86% -77% -84% -84% -80%

新宿駅 〃 -54% -64% -69% -72% -86% -86% -74% -74% -75% -77% -78% -90% -87% -76% -77% -78% -78% -78% -87% -88% -76% -78% -88% -78%

渋谷駅 〃 -59% -67% -71% -65% -87% -81% -76% -76% -77% -78% -79% -89% -85% -77% -78% -79% -79% -79% -86% -86% -77% -80% -83% -80%

池袋駅 〃 -45% -51% -66% -54% -66% -81% -77% -68% -68% -69% -68% -67% -84% -73% -70% -71% -72% -69% -77% -84% -73% -84% -71% -73%

上野駅 〃 -50% -56% -65% -64% -78% -88% -74% -70% -71% -73% -74% -84% -89% -76% -73% -74% -74% -74% -82% -90% -77% -74% -84% -80%

横浜駅 〃 -41% -53% -59% -62% -76% -82% -64% -70% -66% -69% -70% -82% -85% -67% -70% -72% -72% -71% -80% -85% -71% -71% -79% -77%

大宮駅 〃 -44% -53% -57% -63% -77% -72% -64% -64% -65% -66% -71% -84% -75% -67% -68% -70% -68% -72% -81% -73% -68% -75% -73% -71%

千葉駅 〃 -42% -52% -57% -66% -75% -71% -66% -62% -66% -66% -72% -83% -73% -68% -68% -68% -70% -73% -81% -69% -70% -74% -70% -70%
東京メトロ

全駅
東京メトロ -50% -60% -64% -64% -79% -82% -66% -69% -70% -71% -67% -83% -82% -69% -72% -73% -73% -72% -80% -85% -70% -72% -81% -73%

大手町駅 〃 -50% -62% -65% -65% -80% -82% -66% -70% -71% -72% -70% -83% -83% -70% -73% -74% -74% -74% -82% -86% -71% -73% -83% -65%

名古屋駅 JR東海 -65% -68% -85% -86% -67% -70% -71% -72% -72% -86% -90% -70% -70% -87% -74%

京都駅 JR西日本 -68% -71% -86% -88% -72% -74% -75% -75% -77% -87% -92% -75% -75% -90% -76%

大阪駅 〃 -44% -55% -61% -64% -85% -87% -65% -68% -69% -70% -72% -87% -89% -70% -72% -73% -73% -74% -87% -91% -71% -72% -94% -74%

三ノ宮駅 〃 -40% -47% -54% -58% -78% -80% -60% -63% -65% -66% -68% -82% -84% -65% -68% -69% -70% -70% -82% -88% -66% -67% -84% -69%

博多駅 JR九州 -35% -47% -54% -63% -81% -83% -61% -64% -66% -68% -70% -84% -87% -68% -70% -74% -74% -73% -87% -90% -74% -71% -88% -76%

5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

札幌駅 JR北海道 -74% -85% -89% -88% -87% -83% -65% -68% -82% -85%

東京駅 JR東日本 -83% -92% -93% -94% -92% -82% -75% -78% -88% -82%

新宿駅 〃 -80% -86% -89% -88% -88% -85% -72% -75% -83% -84%

渋谷駅 〃 -80% -84% -88% -87% -87% -83% -75% -76% -83% -83%

池袋駅 〃 -73% -72% -80% -86% -80% -84% -72% -67% -67% -85%

上野駅 〃 -76% -82% -91% -91% -90% -88% -76% -70% -78% -85%

横浜駅 〃 -74% -78% -86% -85% -85% -82% -70% -68% -76% -80%

大宮駅 〃 -74% -79% -84% -83% -83% -74% -65% -69% -77% -72%

千葉駅 〃 -75% -77% -82% -82% -81% -70% -63% -70% -76% -71%
東京メトロ

全駅
東京メトロ -74% -77% -84% -82% -81% -79% -67% -69% -76% -80%

大手町駅 〃 -66% -79% -85% -85% -81% -80% -69% -71% -79% -81%

名古屋駅 JR東海 -75% -86% -90% -89% -88% -86% -66% -70% -83% -85%

京都駅 JR西日本 -79% -89% -92% -91% -90% -87% -70% -74% -84% -87%

大阪駅 〃 -76% -87% -91% -90% -94% -86% -65% -70% -83% -87%

三ノ宮駅 〃 -72% -81% -87% -85% -84% -80% -62% -66% -79% -81%

博多駅 JR九州 -80% -86% -92% -90% -88% -85% -65% -69% -83% -85%

対前年比は速報値のため、今後、修正される可能性があります。　

・札幌駅はJR北海道調べ。東京メトロ全駅、大手町駅は東京メトロ調べ。名古屋駅はJR東海調べ。京都駅、大阪駅及び三宮駅はJR西日本調べ。博多駅はJR九州調べ。それ以外の駅はJR東日本調べ。
・新幹線との重複駅は、在来線の改札通過人数における増減率。
・対前年比とは、基本的に2019年の同週同曜日との比較であるが、2019年は4/27～5/6が祝日だったことから、祝日と平日の比較にならないよう、以下のとおり比較した。
　　2020/4/27→2019/4/22との比較
　　2020/4/28→2019/4/23との比較
　　2020/4/29→2019/4/29との比較
　　2020/5/1→2019/4/26との比較
　　2020/5/2→2019/5/2との比較
　　2020/5/3→2019/5/3との比較
　　2020/5/4→2019/5/4との比較
　　2020/5/5→2019/5/5との比較
　　2020/5/6→2019/5/6との比較
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