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平成26年春ダイヤ改正について 

平成 26 年春のダイヤ改正では、玉造温泉駅や鳥取大学前駅に停車する特急列車本数の増加をはじめとした 

ダイヤ改正を実施します。 

ダイヤ改正日   平成26年３月15日（土） 

１．  特急「スーパーまつかぜ」、特急「スーパーおき」の鳥取大学前駅停車本数の拡大 

～ 全ての特急「スーパーまつかぜ」、特急「スーパーおき」が鳥取大学前駅に停車します！！ ～ 

現在、特急「スーパーまつかぜ」、特急「スーパーおき」は 17 本中 13 本が鳥取大学前駅に停車していま

す。本改正では鳥取大学前駅を通過している４本の特急列車を新たに停車設定とすることで、全ての特急 

「スーパーまつかぜ」、特急「スーパーおき」が鳥取大学前駅に停車します。 

【鳥取大学前駅から米子駅方面へ】  太字 … 新たに鳥取大学前駅に停車する列車の時刻  

列車名 鳥取大学前駅発 倉吉駅着 米子駅着

スーパーまつかぜ１号 7:08 7:32 8:06

スーパーまつかぜ３号 8:28 8:57 9:30

スーパーおき３号 9:49 10:12 10:45

スーパーまつかぜ５号 11:28 11:51 12:22

スーパーおき５号 13:47 14:10 14:41

スーパーまつかぜ７号 15:21 15:49 16:22

スーパーまつかぜ９号 17:47 18:10 18:43

スーパーまつかぜ11号 18:48 19:12 19:48

スーパーまつかぜ13号 20:53 21:21 21:55

【米子駅方面から鳥取大学前駅へ】   太字 … 新たに鳥取大学前駅に停車する列車の時刻 

列車名 米子駅発 倉吉駅発 鳥取大学前駅着

スーパーまつかぜ２号 7:00 7:33 7:59

スーパーまつかぜ４号 8:25 8:58 9:22

スーパーまつかぜ６号 9:50 10:27 10:53

スーパーまつかぜ８号 12:19 12:51 13:14

スーパーまつかぜ10号 14:53 15:24 15:48

スーパーおき４号 17:11 17:43 18:11

スーパーまつかぜ12号 18:41 19:14 19:38

スーパーまつかぜ14号 20:40 21:12 21:35



２． 特急「やくも」の玉造温泉駅停車本数の拡大 

～ 玉造温泉駅から出雲市駅方面へのご利用が、ますます便利に！！～ 

特急「やくも１号」が玉造温泉駅に停車します。これにより、玉造温泉に宿泊されたお客様が翌朝出雲市

駅方面へお出かけになる際、ご利用できる列車の選択肢が広がります。 

【玉造温泉駅から出雲市駅方面へ】  ※ 太字 … 新たに玉造温泉駅に停車する列車の時刻  

列車名 玉造温泉駅発 出雲市駅着

スーパーまつかぜ１号 8:42 9:04

快速アクアライナー 9:10 9:43

やくも１号 9:48 10:10

普通列車 10:19 10:53

３．「やくも」と「みずほ」の岡山駅での接続が増え、さらに便利に！！ 

 ～ 九州がより近く、より早く！！～ 

「やくも」と接続していた山陽・九州新幹線直通列車「さくら」が一往復「みずほ」に変わります。これに

伴い、九州方面への所要時間が短縮します。 

（１）山陰方面から九州方面へ 

【現行】 

列車名 出雲市駅 松江駅 米子駅 岡山駅

やくも22号 14:30 14:59 15:27 17:38

列車名 岡山駅 博多駅 熊本駅 鹿児島中央駅

さくら569号 17:46 19:34 20:14 21:12

【改正後】 

列車名 出雲市駅 松江駅 米子駅 岡山駅

やくも22号 14:30 14:59 15:27 17:38

列車名 岡山駅 博多駅 熊本駅 鹿児島中央駅

みずほ607号 17:50 19:30 20:05 20:49

「やくも22号」と「みずほ607号」に乗車した場合 

  出雲市駅 から 鹿児島中央駅 ： ６時間42分 → ６時間19分（23分短縮） 

  松江駅  から 鹿児島中央駅 ： ６時間13分 → ５時間50分（23分短縮） 

  米子駅  から 鹿児島中央駅 ： ５時間45分 → ５時間22分（23分短縮） 



（２）九州方面から山陰方面へ 

【現行】 

列車名 鹿児島中央駅 熊本駅 博多駅 岡山駅

さくら546号 8:43 9:31 10:09 11:57

列車名 岡山駅 米子駅 松江駅 出雲市駅

やくも11号 12:05 14:13 14:36 15:04

【改正後】 

列車名 鹿児島中央駅 熊本駅 博多駅 岡山駅

みずほ604号 8:56 9:40 10:15 11:53

列車名 岡山駅 米子駅 松江駅 出雲市駅

やくも11号 12:05 14:14 14:37 15:04

「みずほ604号」と「やくも11号」に乗車した場合 

   鹿児島中央駅 から 米子駅  ：５時間30分 → ５時間18分（12分短縮） 

   鹿児島中央駅 から 松江駅  ：５時間53分 → ５時間41分（12分短縮） 

   鹿児島中央駅 から 出雲市駅 ：６時間21分 → ６時間８分 （13分短縮） 

４． その他 

一部区間で列車設定の見直しを行います。これに伴い、伯備線で運転を取りやめる列車があります。 

【運転を取りやめる列車】（平成25年３月改正の時刻を記載） 

線区 列車番号 運転を取りやめる区間 発車時刻 到着時刻

伯備線
5949D

（平日のみ運転）
根雨～米子 根雨23:04発 米子23:41着

※ 記載事項等は、平成 25 年 12 月 20 日現在のものであり、今後変更する場合があります。最終的な  

列車時刻や詳細は、平成26年２月25日発売予定の「JR時刻表３月号」等でお知らせいたします。 


