
◆運行時間など、急遽、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

月日 曜日 線区
列車
種別

列車番号 始発駅 終着駅

山陽線 普通 1723Ｍ 岡山駅　　 (10:31発) 糸崎駅 　　(11:59着)

山陽線 普通 1752Ｍ 糸崎駅　　 (13:40発) 岡山駅　　 (15:09着)

山陽線 普通 1320Ｍ 岡山駅 　　(15:11発) 相生駅　　 (16:16着)

山陽線 普通 1327Ｍ 相生駅 　　(16:25発) 岡山駅 　　(17:29着)

山陽線 普通 1332Ｍ 岡山駅　　 (19:17発) 姫路駅 　　(20:40着)

山陽線 普通 1305Ｍ 姫路駅 　　( 7:05発) 岡山駅 　　( 8:33着)

山陽線 普通 411Ｍ 岡山駅 　　( 8:40発) 三原駅　　 (10:10着)

山陽線 普通 412Ｍ 三原駅 　　(10:29発) 糸崎駅 　　(10:33着)

山陽線 普通 1740Ｍ 糸崎駅 　　(11:59発) 岡山駅　　 (13:30着)

山陽線 普通 1322Ｍ 岡山駅 　　(15:41発) 相生駅　　 (16:47着)

山陽線 普通 1329Ｍ 相生駅 　　(16:59発) 岡山駅 　　(18:08着)

山陽線 普通 1757Ｍ 岡山駅 　　(18:10発) 糸崎駅 　　(19:38着)

山陽線 普通 457Ｍ 糸崎駅 　　(22:46発) 三原駅　　 (22:50着)

山陽線 普通 4458Ｍ 三原駅　　 (23:31発) 福山駅 　　( 0:03着)

山陽線 快速 2720Ｍ 福山駅 　　( 6:35発) 岡山駅     ( 7:32着) ※

赤穂線 普通 1952Ｍ 岡山駅 　　( 7:38発) 西大寺駅　 ( 8:01着)

赤穂線 普通 1957Ｍ 西大寺駅 　( 8:18発) 岡山駅　　 ( 8:39着)

山陽線 普通 1739Ｍ 岡山駅 　　(14:32発) 糸崎駅 　　(15:58着)

山陽線 普通 437Ｍ 糸崎駅 　　(20:42発) 三原駅 　  (20:45着)

山陽線 普通 446Ｍ 三原駅 　　(20:58発) 岡山駅　　 (22:35着)

山陽線 普通 1781Ｍ 岡山駅　　 (22:52発) 糸崎駅 　　( 0:15着)

山陽線 普通 404Ｍ 三原駅 　　( 7:06発) 岡山駅　　 ( 8:43着)

山陽線 普通 413Ｍ 岡山駅 　　( 9:53発) 三原駅　　 (11:31着)

山陽線 普通 420Ｍ 三原駅　　 (11:35発) 岡山駅 　　(13:04着)

山陽線 普通 1316Ｍ 岡山駅　　 (13:13発) 相生駅     (14:18着)

山陽線 普通 1321Ｍ 相生駅 　　(14:26発) 岡山駅     (15:31着)

山陽線 普通 425Ｍ 岡山駅　　 (15:36発) 三原駅     (17:23着)

山陽線 普通 434Ｍ 三原駅　　 (17:33発) 岡山駅     (19:16着)

山陽線 普通 1703Ｍ 岡山駅　　 ( 5:15発) 糸崎駅     ( 6:39着)

山陽線 普通 1720Ｍ 糸崎駅 　　( 7:26発) 岡山駅   　( 9:01着)

山陽線 普通 421Ｍ 岡山駅　 　(12:56発) 三原駅 　　(14:28着)

山陽線 普通 4414Ｍ 三原駅　　 (14:35発) 福山駅     (15:06着)

山陽線 普通 4415Ｍ 福山駅　　 (15:11発) 三原駅     (15:51着)

山陽線 普通 430Ｍ 三原駅　　 (16:04発) 岡山駅     (17:47着)

赤穂線 普通 1928Ｍ 岡山駅　　 (17:48発) 播州赤穂駅 (18:53着)

赤穂線 普通 1931Ｍ 播州赤穂駅 (18:57発) 岡山駅     (20:09着)

伯備線 普通 1847Ｍ 岡山駅　　 (20:11発) 備中高梁駅 (21:06着)

伯備線 普通 1824Ｍ 備中高梁駅 ( 7:10発) 岡山駅     ( 8:07着)

山陽線 普通 1306Ｍ 岡山駅 　　( 8:09発) 相生駅     ( 9:21着)

山陽線 普通 1311Ｍ 相生駅 　　( 9:32発) 岡山駅     (10:38着)

赤穂線 普通 1922Ｍ 岡山駅　　 (14:56発) 播州赤穂駅 (16:05着)

赤穂線 普通 1925Ｍ 播州赤穂駅 (16:36発) 岡山駅　　 (18:03着)

山陽線 普通 1332Ｍ 岡山駅 　　(19:17発) 姫路駅     (20:40着)

※3月15日(金)福山駅6:35発列車の停車駅は、笠岡・鴨方・金光・新倉敷・倉敷・中庄・庭瀬・北長瀬です。
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月日 曜日 線区
列車
種別

列車番号 始発駅 終着駅

山陽線 普通 1305Ｍ 姫路駅 　　( 7:05発) 岡山駅 　　( 8:34着)

山陽線 普通 407Ｍ 岡山駅　　 ( 8:40発) 三原駅     (10:10着)

山陽線 普通 414Ｍ 三原駅 　　(10:29発) 糸崎駅     (10:33着)

山陽線 普通 1742Ｍ 糸崎駅　　 (11:59発) 岡山駅     (13:30着)

山陽線 普通 1322Ｍ 岡山駅　　 (15:41発) 相生駅     (16:47着)

山陽線 普通 1329Ｍ 相生駅　　 (16:59発) 岡山駅     (18:08着)

山陽線 普通 1759Ｍ 岡山駅　　 (18:10発) 糸崎駅     (19:38着)

山陽線 普通 443Ｍ 糸崎駅　　 (22:46発) 三原駅     (22:50着)

山陽線 普通 4420Ｍ 三原駅　 　(23:31発) 福山駅     ( 0:03着)

山陽線 普通 5710Ｍ 福山駅 　　( 6:33発) 岡山駅     ( 7:32着)

赤穂線 普通 1952Ｍ 岡山駅　　 ( 7:38発) 西大寺駅   ( 8:01着)

赤穂線 普通 1957Ｍ 西大寺駅 　( 8:18発) 岡山駅     ( 8:39着)

山陽線 普通 1747Ｍ 岡山駅 　　(15:45発) 糸崎駅     (17:28着)

山陽線 普通 431Ｍ 糸崎駅　　 (18:48発) 三原駅     (18:52着)

山陽線 普通 440Ｍ 三原駅 　　(18:57発) 岡山駅     (20:33着)

赤穂線 普通 1980Ｍ 岡山駅　　 (20:40発) 日生駅     (21:41着)

赤穂線 普通 1901Ｍ 播州赤穂駅 ( 5:59発) 岡山駅 　　( 7:22着)

伯備線 普通 843Ｍ 岡山駅 　　( 7:25発) 新見駅     ( 8:52着)

伯備線 普通 862Ｍ 新見駅 　　(17:54発) 岡山駅     (19:21着)

赤穂線 普通 1978Ｍ 岡山駅 　　(19:33発) 備前片上駅 (20:16着)

赤穂線 普通 1983Ｍ 備前片上駅 (20:55発) 岡山駅     (21:46着)

赤穂線 普通 1900Ｍ 岡山駅 　　( 5:13発) 播州赤穂駅 ( 6:29着)

赤穂線 普通 1903Ｍ 播州赤穂駅 ( 6:35発) 岡山駅     ( 7:54着)

山陽線 普通 5713Ｍ 岡山駅 　　( 7:57発) 福山駅     ( 8:56着)

山陽線 普通 5726Ｍ 福山駅　　 ( 9:05発) 岡山駅     (10:05着)

山陽線 普通 1326Ｍ 岡山駅　　 (16:44発) 姫路駅     (18:09着)

山陽線 普通 317Ｍ 姫路駅　　 (18:40発) 上郡駅     (19:13着)

山陽線 普通 316Ｍ 上郡駅　　 (19:24発) 姫路駅     (19:56着)

山陽線 普通 1341Ｍ 姫路駅　　 (21:40発) 岡山駅     (23:03着)

赤穂線 普通 1900Ｍ 岡山駅 　　( 5:13発) 播州赤穂駅 ( 6:29着)

赤穂線 普通 1903Ｍ 播州赤穂駅 ( 6:35発) 岡山駅     ( 7:54着)

山陽線 普通 5713Ｍ 岡山駅 　　( 7:57発) 福山駅     ( 8:56着)

山陽線 普通 5726Ｍ 福山駅　　 ( 9:05発) 岡山駅     (10:05着)

山陽線 普通 1326Ｍ 岡山駅　　 (16:44発) 姫路駅     (18:09着)

山陽線 普通 317Ｍ 姫路駅　　 (18:40発) 上郡駅     (19:13着)

山陽線 普通 316Ｍ 上郡駅　　 (19:20発) 姫路駅     (19:52着)

山陽線 普通 1341Ｍ 姫路駅　　 (21:40発) 岡山駅     (23:03着)

宇野みなと線 普通 1637Ｍ 茶屋町駅　 ( 7:28発) 宇野駅　　 ( 7:53着)

宇野みなと線 普通 642Ｍ 宇野駅　 　( 8:28発) 岡山駅　　 ( 9:13着)

瀬戸大橋線 普通 531Ｍ 岡山駅　　 ( 9:41発) 児島駅　 　(10:16着)

瀬戸大橋線 普通 532Ｍ 児島駅　　 (10:55発) 岡山駅　　 (11:30着)

瀬戸大橋線 普通 535Ｍ 岡山駅　 　(11:45発) 児島駅　　 (12:23着)

瀬戸大橋線 普通 536Ｍ 児島駅　 　(12:55発) 岡山駅　   (13:29着)

瀬戸大橋線 普通 539Ｍ 岡山駅　 　(13:45発) 児島駅　 　(14:22着)

瀬戸大橋線 普通 540Ｍ 児島駅　　 (14:55発) 岡山駅　 　(15:29着)

瀬戸大橋線 普通 543Ｍ 岡山駅 　　(15:45発) 児島駅　 　(16:24着)

瀬戸大橋線 普通 544Ｍ 児島駅　 　(16:55発) 岡山駅　 　(17:29着)

瀬戸大橋線 普通 547Ｍ 岡山駅　　 (17:45発) 児島駅　　 (18:23着)

瀬戸大橋線 普通 548Ｍ 児島駅　 　(18:55発) 岡山駅　　 (19:29着)

瀬戸大橋線 普通 551Ｍ 岡山駅　 　(19:45発) 児島駅　 　(20:25着)

瀬戸大橋線 普通 552Ｍ 児島駅　 　(21:18発) 岡山駅　 　(21:54着)

瀬戸大橋線 普通 555Ｍ 岡山駅　 　(22:06発) 児島駅　 　(22:56着)
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月日 曜日 線区
列車
種別

列車番号 始発駅 終着駅

瀬戸大橋線 普通 520Ｍ 児島駅　 　( 6:40発) 岡山駅　 　( 7:17着)

瀬戸大橋線 普通 525Ｍ 岡山駅　 　( 7:32発) 児島駅　　 ( 8:08着)

瀬戸大橋線 普通 526Ｍ 児島駅　 　( 8:24発) 岡山駅　　 ( 8:57着)

瀬戸大橋線 普通 529Ｍ 岡山駅　 　( 9:07発) 児島駅　 　( 9:43着)

瀬戸大橋線 普通 530Ｍ 児島駅　 　( 9:56発) 岡山駅　 　(10:30着)

瀬戸大橋線 普通 533Ｍ 岡山駅　 　(10:37発) 児島駅　 　(11:15着)

瀬戸大橋線 普通 534Ｍ 児島駅　 　(11:55発) 岡山駅　 　(12:29着)

瀬戸大橋線 普通 537Ｍ 岡山駅　　 (12:45発) 児島駅　 　(13:22着)

瀬戸大橋線 普通 538Ｍ 児島駅　　 (13:55発) 岡山駅　 　(14:29着)

瀬戸大橋線 普通 541Ｍ 岡山駅　 　(14:45発) 児島駅　 　(15:22着)

瀬戸大橋線 普通 542Ｍ 児島駅　 　(15:55発) 岡山駅　 　(16:29着)

瀬戸大橋線 普通 545Ｍ 岡山駅　 　(16:45発) 児島駅　 　(17:23着)

瀬戸大橋線 普通 546Ｍ 児島駅　 　(17:55発) 岡山駅　 　(18:29着)

瀬戸大橋線 普通 549Ｍ 岡山駅　 　(18:48発) 児島駅　 　(19:22着)

瀬戸大橋線 普通 550Ｍ 児島駅　 　(20:19発) 岡山駅　 　(20:57着)

宇野みなと線 普通 677Ｍ 岡山駅　 　(21:17発) 宇野駅　 　(22:05着)

宇野みなと線 普通 678Ｍ 宇野駅　 　(22:15発) 岡山駅　 　(23:02着)

伯備線 普通 841Ｍ 岡山駅　   ( 6:37発) 新見駅　 　( 8:03着)

伯備線 普通 850Ｍ 新見駅　　 ( 9:57発) 岡山駅　 　(11:35着)

山陽線 普通 714Ｍ 岡山駅　　 (11:42発) 和気駅　 　(12:15着)

山陽線 普通 721Ｍ 和気駅　 　(12:34発) 岡山駅　 　(13:06着)

宇野みなと線 普通 661Ｍ 岡山駅　 　(16:15発) 宇野駅　 　(17:13着)

宇野みなと線 普通 668Ｍ 宇野駅　 　(18:07発) 岡山駅　 　(19:00着)

宇野みなと線 普通 673Ｍ 岡山駅　 　(19:15発) 宇野駅　 　(20:04着)

宇野みなと線 普通 674Ｍ 宇野駅　 　(20:31発) 岡山駅　 　(21:25着)

伯備線 普通 1849Ｍ 岡山駅　　 (21:52発) 備中高梁駅 (22:45着)

伯備線 普通 1822Ｍ 備中高梁駅 ( 6:17発) 岡山駅　   ( 7:11着)

赤穂線 普通 1906Ｍ 岡山駅　 　( 7:21発) 播州赤穂駅 ( 8:37着)

赤穂線 普通 1909Ｍ 播州赤穂駅 ( 9:05発) 岡山駅　 　(10:33着)

伯備線 普通 1825Ｍ 岡山駅　　 (10:40発) 備中高梁駅 (11:34着)

伯備線 普通 1832Ｍ 備中高梁駅 (11:52発) 岡山駅　　 (12:53着)

赤穂線 普通 1918Ｍ 岡山駅　 　(12:55発) 播州赤穂駅 (14:06着)

赤穂線 普通 1921Ｍ 播州赤穂駅 (14:37発) 岡山駅　　 (16:01着)

伯備線 普通 857Ｍ 岡山駅　 　(16:14発) 新見駅　 　(17:52着)

伯備線 普通 844Ｍ 新見駅　 　( 6:46発) 岡山駅　 　( 8:21着)

赤穂線 普通 1908Ｍ 岡山駅　　 ( 8:30発) 播州赤穂駅 ( 9:39着)

赤穂線 普通 1911Ｍ 播州赤穂駅 (10:01発) 岡山駅　　 (11:33着)

伯備線 普通 1827Ｍ 岡山駅　 　(11:41発) 備中高梁駅 (12:36着)

伯備線 普通 1834Ｍ 備中高梁駅 (12:53発) 岡山駅　 　(13:53着)

赤穂線 普通 1920Ｍ 岡山駅　 　(13:55発) 播州赤穂駅 (15:06着)

赤穂線 普通 1923Ｍ 播州赤穂駅 (15:36発) 岡山駅　 　(16:54着)

伯備線 普通 1841Ｍ 岡山駅　 　(17:14発) 備中高梁駅 (18:08着)

伯備線 普通 1848Ｍ 備中高梁駅 (18:52発) 岡山駅　 　(19:59着)

山陽線 普通 1338Ｍ 岡山駅　 　(21:09発) 姫路駅　 　(22:33着)
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