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2021年4月23日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

四高 502 高松駅 5:20 大阪（阪急三番街） 運休中 西日本JR 1 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6:40 高松駅 通常運行

JR四国 2 高松駅 5:40 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 阪急 501 大阪（阪急三番街） 7:10 高松駅 通常運行

四高 504 高松駅 6:00 大阪（阪急三番街） 通常運行 西日本JR 3 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 7:40 高松駅 通常運行

JR四国 4 高松駅 6:20 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 阪急 503 大阪（阪急三番街） 8:10 高松駅 運休中

四高 506 高松駅 6:40 大阪（阪急三番街） 運休中 西日本JR 5 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 8:40 高松駅 通常運行

JR四国 6 高松駅 7:00 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 阪急 505 大阪（阪急三番街） 9:10 高松駅 運休中

四高 508 高松駅 7:20 大阪（阪急三番街） 運休中 JR四国 7 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 9:40 高松駅 運休中

JR四国 8 高松駅 7:40 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 阪急 507 大阪（阪急三番街） 10:10 高松駅 運休中

四高 510 高松駅 8:00 大阪（阪急三番街） 運休中 西日本JR 9 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 10:40 高松駅 通常運行

JR四国 10 高松駅 8:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 阪急 509 大阪（阪急三番街） 11:10 高松駅 運休中

阪急 512 高松駅 9:00 大阪（阪急三番街） 運休中 阪急 511 大阪（阪急三番街） 12:10 高松駅 通常運行

西日本JR 12 高松駅 9:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 11 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 12:40 高松駅 運休中

四高 514 高松駅 10:00 大阪（阪急三番街） 運休中 阪急 513 大阪（阪急三番街） 13:10 高松駅 通常運行

JR四国 14 高松駅 10:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 13 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 13:40 高松駅 運休中

西日本JR 16 高松駅 11:00 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 四高 515 大阪（阪急三番街） 14:10 高松駅 通常運行

四高 516 高松駅 11:30 大阪（阪急三番街） 通常運行 JR四国 15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 14:40 高松駅 運休中

JR四国 18 高松駅 12:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 四高 517 大阪（阪急三番街） 15:10 高松駅 運休中

四高 518 高松駅 13:00 大阪（阪急三番街） 通常運行 JR四国 17 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 15:40 高松駅 通常運行

西日本JR 20 高松駅 13:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 四高 519 大阪（阪急三番街） 16:10 高松駅 運休中

阪急 520 高松駅 14:00 大阪（阪急三番街） 通常運行 JR四国 19 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 16:30 高松駅 通常運行

西日本JR 22 高松駅 14:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 21 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 16:50 高松駅 運休中

阪急 522 高松駅 15:00 大阪（阪急三番街） 運休中 四高 521 大阪（阪急三番街） 17:10 高松駅 運休中

西日本JR 24 高松駅 15:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 23 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 17:30 高松駅 運休中

阪急 524 高松駅 16:00 大阪（阪急三番街） 運休中 四高 523 大阪（阪急三番街） 17:50 高松駅 運休中

JR四国 26 高松駅 16:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 25 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 18:10 高松駅 通常運行

阪急 526 高松駅 17:00 大阪（阪急三番街） 運休中 四高 525 大阪（阪急三番街） 18:30 高松駅 通常運行

西日本JR 28 高松駅 17:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 27 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 18:50 高松駅 運休中

阪急 528 高松駅 18:00 大阪（阪急三番街） 運休中 四高 527 大阪（阪急三番街） 19:10 高松駅 通常運行

西日本JR 30 高松駅 18:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 29 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 19:40 高松駅 運休中

阪急 530 高松駅 19:00 大阪（阪急三番街） 通常運行 阪急 529 大阪（阪急三番街） 20:10 高松駅 運休中

西日本JR 32 高松駅 19:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 31 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 21:00 高松駅 通常運行

阪急 532 高松駅 20:00 大阪（阪急三番街） 通常運行 四高 531 大阪（阪急三番街） 21:40 高松駅 運休中
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2021年4月23日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 2 高松駅 5:35 三宮BT・ＵＳＪ 運休中 西日本JR 1 新神戸駅・三宮BT 6:50 高松駅 通常運行

四高 4 高松駅 6:15 三宮BT・ＵＳＪ 通常運行 JR四国 3 新神戸駅・三宮BT 7:50 高松駅 運休中

JR四国 6 高松駅 6:45 三宮BT・新神戸駅・ＵＳＪ 運休中 西日本JR 5 新神戸駅・三宮BT 8:50 高松駅 通常運行

神姫 8 高松駅 7:15 三宮BT・新神戸駅・ＵＳＪ 運休中 神姫 7 新神戸駅・三宮BT 9:50 高松駅 通常運行

四高 10 高松駅 7:45 三宮BT・新神戸駅 通常運行 神姫 9 新神戸駅・三宮BT 10:50 高松駅 運休中

四高 12 高松駅 8:20 三宮BT・新神戸駅 運休中 神姫 11 新神戸駅・三宮BT 11:50 高松駅 通常運行

JR四国 14 高松駅 8:45 三宮BT・新神戸駅 通常運行 西日本JR 13 新神戸駅・三宮BT 12:50 高松駅 通常運行

西日本JR 16 高松駅 9:25 三宮BT・新神戸駅 運休中 神姫 15 新神戸駅・三宮BT 13:50 高松駅 運休中

JR四国 18 高松駅 10:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 四高 17 新神戸駅・三宮BT 14:40 高松駅 運休中

四高 20 高松駅 11:15 三宮BT・新神戸駅 通常運行 西日本JR 19 新神戸駅・三宮BT 15:10 高松駅 運休中

西日本 22 高松駅 12:15 三宮BT・新神戸駅 通常運行 JR四国 21 新神戸駅・三宮BT 15:50 高松駅 通常運行

四高 24 高松駅 13:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 四高 23 新神戸駅・三宮BT 16:20 高松駅 運休中

西日本JR 26 高松駅 14:15 三宮BT・新神戸駅 通常運行 JR四国 25 新神戸駅・三宮BT 16:50 高松駅 通常運行

JR四国 28 高松駅 15:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 四高 27 新神戸駅・三宮BT 17:15 高松駅 通常運行

神姫 30 高松駅 16:15 三宮BT・新神戸駅 通常運行 JR四国 29 新神戸駅・三宮BT 17:50 高松駅 運休中

神姫 32 高松駅 17:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 神姫 31 新神戸駅・三宮BT 18:20 高松駅 運休中

神姫 34 高松駅 18:15 三宮BT・新神戸駅 通常運行 四高 33 ＵＳＪ・三宮BT 18:30 高松駅 通常運行

西日本JR 36 高松駅 19:05 三宮BT・新神戸駅 通常運行 西日本JR 35 新神戸駅・三宮BT 19:20 高松駅 運休中

神姫 38 高松駅 19:45 三宮BT・新神戸駅 運休中 四高 37 ＵＳＪ・三宮BT 19:30 高松駅 運休中

西日本JR 40 高松駅 20:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 JR四国 39 ＵＳＪ・新神戸駅・三宮BT 20:05 高松駅 運休中

2021年6月21日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

四高 82 ★高松駅 5:50 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
西日本JR 1 京都駅烏丸口 7:50 高松駅 通常運行

JR四国 2 高松駅 6:35 京都駅烏丸口 通常運行 京阪 3 京都駅烏丸口 8:50 高松駅 通常運行

四高 4 高松駅 7:35 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
西日本JR 5 京都駅烏丸口 9:50 高松駅

7/21まで運休
7/22～運行再開

JR四国 6 高松駅 8:35 京都駅烏丸口 通常運行 四高 81 ★京都駅烏丸口 14:50 高松駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

西日本JR 8 高松駅 15:40 京都駅烏丸口 通常運行 JR四国 7 京都駅烏丸口 16:50 高松駅 通常運行

京阪 10 高松駅 16:40 京都駅烏丸口 通常運行 四高 9 京都駅烏丸口 17:50 高松駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

西日本JR 12 高松駅 17:40 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
JR四国 11 京都駅烏丸口 18:50 高松駅 通常運行

2020年3月26日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

南海 1 高松駅 4:25 関西国際空港 運休中 関空 101 関西国際空港 8:35 高松駅 運休中

四高 2 高松駅 5:05 関西国際空港 運休中 四高 102 関西国際空港 11:42 高松駅 運休中

南海 3 高松駅 6:25 関西国際空港 運休中 JR四国 103 関西国際空港 15:12 高松駅 運休中

JR四国 4 高松駅 9:05 関西国際空港 運休中 南海 104 関西国際空港 17:52 高松駅 運休中

四高 5 高松駅 12:35 関西国際空港 運休中 四高 105 関西国際空港 19:07 高松駅 運休中

関空 6 高松駅 14:35 関西国際空港 運休中 南海 106 関西国際空港 21:07 高松駅 運休中

2020年9月24日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 2 観音寺駅 5:40 三宮BT・JR大阪駅・USJ 運休中 JR四国 1 JR大阪駅・三宮BT 7:15 観音寺駅 運休中

JR四国 4 観音寺駅 7:10 三宮BT・JR大阪駅 運休中 JR四国 3 JR大阪駅・三宮BT 9:15 観音寺駅 運休中

JR四国 6 観音寺駅 9:40 三宮BT・JR大阪駅 運休中 JR四国 5 JR大阪駅・三宮BT 12:30 観音寺駅 運休中

JR四国 8 観音寺駅 13:10 三宮BT・JR大阪駅 運休中 JR四国 7 JR大阪駅・三宮BT 14:50 観音寺駅 運休中

JR四国 10 観音寺駅 15:10 三宮BT・JR大阪駅 運休中 JR四国 9 JR大阪駅・三宮BT 16:40 観音寺駅 運休中

JR四国 12 観音寺駅 18:10 三宮BT・JR大阪駅 運休中 JR四国 11 USJ・JR大阪駅・三宮BT 18:40 観音寺駅 運休中
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2021年5月31日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 2 徳島駅 5:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・USJ 運休中 西日本JR 1 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6:40 徳島駅 通常運行

JR四国 302 ★徳島駅 5:45 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 3 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 7:20 徳島駅 6/1～運行再開

本四 4 徳島駅 6:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・USJ 通常運行 本四 5 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 8:00 徳島駅 通常運行

西日本JR 304 ★徳島駅 6:30 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 7 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 8:30 徳島駅 通常運行

本四 6 徳島駅 7:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 9 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 9:05 徳島駅 通常運行

JR四国 8 徳島駅 7:45 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/18～7/11まで運行 西日本JR 11 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 9:30 徳島駅 6/1～運行再開

本四 10 徳島駅 8:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 13 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 10:00 徳島駅 通常運行

JR四国 12 徳島駅 8:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 11:00 徳島駅 運休中

本四 14 徳島駅 9:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 本四 17 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 12:00 徳島駅 通常運行

JR四国 16 徳島駅 9:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 19 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 13:00 徳島駅 通常運行

JR四国 18 徳島駅 10:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/18～7/11まで運行 本四 21 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 14:00 徳島駅 通常運行

西日本JR 20 徳島駅 11:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 23 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 15:00 徳島駅 通常運行

西日本JR 22 徳島駅 12:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/1～運行再開 本四 25 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 15:35 徳島駅 運休中

JR四国 24 徳島駅 13:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/18～7/11まで運行 JR四国 27 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 16:00 徳島駅 6/18～7/11まで運行

本四 26 徳島駅 14:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 本四 29 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 17:05 徳島駅 通常運行

本四 28 徳島駅 14:30 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 31 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 17:35 徳島駅 運休中

本四 30 徳島駅 15:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 33 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 17:20 徳島駅 6/18～7/11まで運行

西日本JR 32 徳島駅 15:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 35 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 18:30 徳島駅 運休中

JR四国 34 徳島駅 16:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 37 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 18:15 徳島駅 6/18～7/11まで運行

西日本JR 36 徳島駅 16:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 本四 39 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 19:30 徳島駅 通常運行

西日本JR 38 徳島駅 17:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/1～運行再開 本四 41 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・USJ 20:00 徳島駅 運休中

西日本JR 40 徳島駅 17:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 本四 341 ★USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 20:00 徳島駅 運休中

本四 42 徳島駅 18:15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 本四 43 USJ・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 19:45 徳島駅 運休中

西日本JR 44 徳島駅 18:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 21:30 徳島駅 運休中

西日本JR 46 徳島駅 19:45 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行

2021年5月31日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 52 徳島駅 6:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港 6/18～7/11まで運行 西日本JR 51 新神戸駅・三宮BT 7:25 徳島駅 通常運行

西日本JR 54 徳島駅 7:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 JR四国 53 新神戸駅・三宮BT 8:25 徳島駅 6/19～7/12まで運行

JR四国 56 徳島駅 8:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 西日本JR 55 新神戸駅・三宮BT 9:00 徳島駅 通常運行

本四 58 徳島駅 9:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 西日本JR 57 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

8:55 徳島駅 6/1～運行再開

本四 60 徳島駅 9:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 JR四国 59 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

9:55 徳島駅 6/18～7/11まで運行

本四 62 徳島駅 10:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 本四 61 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

10:55 徳島駅 通常運行

JR四国 64 徳島駅 10:15 三宮BT・新神戸駅 運休中 JR四国 63 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

11:55 徳島駅 通常運行

JR四国 66 徳島駅 11:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 西日本JR 65 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

12:55 徳島駅 通常運行

西日本JR 68 徳島駅 12:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 本四 67 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

13:55 徳島駅 通常運行

本四 70 徳島駅 13:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 本四 69 新神戸駅・三宮BT 15:05 徳島駅 5/1～当面の間、土日祝運
休

西日本JR 72 徳島駅 14:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 JR四国 71 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

14:55 徳島駅 運休中

本四 74 徳島駅 15:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港 運休中 西日本JR 73 神戸空港

新神戸駅・三宮BT
15:55 徳島駅 通常運行

西日本JR 76 徳島駅 15:45 三宮BT・新神戸駅 6/1～運行再開 西日本JR 75 新神戸駅・三宮BT 17:10 徳島駅 通常運行

本四 78 徳島駅 16:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港 運休中 本四 77 神戸空港

新神戸駅・三宮BT
16:55 徳島駅 5/1～当面の間、平日運休

JR四国 80 徳島駅 17:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 JR四国 79 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

17:55 徳島駅 通常運行

西日本JR 82 徳島駅 18:00 三宮BT・新神戸駅
神戸空港

通常運行 本四 81 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

18:55 徳島駅 運休中

JR四国 84 徳島駅 19:00 三宮BT・新神戸駅 6/18～7/11まで運行 本四 83 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

19:55 徳島駅 運休中

西日本JR 86 徳島駅 21:00 三宮BT・新神戸駅 通常運行 JR四国 85 神戸空港
新神戸駅・三宮BT

20:55 徳島駅 通常運行

路線名

路線名
始発停留所・時間

阿波エクスプレス神戸号

始発停留所・時間

上り 下り

※新神戸駅15：05発便は、5/1～当面の間、土日祝運休となり、平日のみ運行します。

※神戸空港16：55発便は、5/1～当面の間、平日運休となり、土日祝のみ運行します。

阿波エクスプレス大阪号

上り 下り

始発停留所・時間

★…USJ先着便（土日祝及び指定の特定日）

始発停留所・時間



2021年6月21日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

本四 2 徳島駅 6:15 京都駅烏丸口 通常運行 西日本JR 1 京都駅烏丸口 7:40 徳島駅 通常運行

JR四国
徳島

4 徳島駅 7:15 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
京阪 3 京都駅烏丸口 9:00 徳島駅 通常運行

JR四国
徳島

6 徳島駅 8:15 京都駅烏丸口 通常運行 西日本JR 5 京都駅烏丸口 10:20 徳島駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

JR四国
徳島

8 徳島駅 9:45 京都駅烏丸口 通常運行 京阪 81 京都駅烏丸口 12:40 徳島駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

JR四国
徳島

82 徳島駅 13:15 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
本四 7 京都駅烏丸口 15:10 徳島駅 通常運行

西日本JR 10 徳島駅 15:15 京都駅烏丸口 通常運行 JR四国
徳島

9 京都駅烏丸口 16:40 徳島駅 通常運行

京阪 12 徳島駅 16:15 京都駅烏丸口 通常運行 JR四国
徳島

11 京都駅烏丸口 18:10 徳島駅 通常運行

西日本JR 14 徳島駅 17:45 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
JR四国
徳島

13 京都駅烏丸口 19:10 徳島駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

京阪 84 徳島駅 19:15 京都駅烏丸口
7/21まで運休

7/22～運行再開
JR四国
徳島

83 京都駅烏丸口 20:10 徳島駅
7/21まで運休

7/22～運行再開

2021年5月31日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 2 JR松山支店・松山駅 5:33 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ
USJ 6/18～7/11まで運行 西日本JR 1 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 6:30 松山駅・JR松山支店 通常運行

西日本JR 4 JR松山支店・松山駅 6:33 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 3 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 8:00 松山駅・JR松山支店 通常運行

西日本JR 6 JR松山支店・松山駅 7:43 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 5 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 10:10 松山駅・JR松山支店 通常運行

JR四国 8 JR松山支店・松山駅 9:13 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ
京都駅烏丸口 6/18～7/11まで運行 JR四国 7 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 11:40 松山駅・JR松山支店 運休中

西日本JR 10 JR松山支店・松山駅 10:33 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/2～運行再開 西日本JR 9 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 13:20 松山駅・JR松山支店 6/1～運行再開

JR四国 12 JR松山支店・松山駅 12:43 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 11 京都駅烏丸口
大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT

12:50 松山駅・JR松山支店 6/19～7/12まで運行

JR四国 14 JR松山支店・松山駅 14:03 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 13 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 15:20 松山駅・JR松山支店 通常運行

西日本JR 16 JR松山支店・松山駅 15:13 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 15 USJ
大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT

15:40 松山駅・JR松山支店 6/19～7/12まで運行

西日本JR 18 JR松山支店・松山駅 17:13 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 17 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 17:55 松山駅・JR松山支店 通常運行

JR四国 20 八幡浜港
ＪＲ松山支店・松山駅

20:45 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ
京都駅烏丸口

通常運行
※6/10～部分運休

JR四国 19 USJ
大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT

21:25 松山駅・JR松山支店 運休中

JR四国 22 JR松山支店・松山駅 23:03 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ
USJ 運休中 JR四国 21 京都駅烏丸口

大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT
21:30 松山駅・ＪＲ松山支店

八幡浜港
通常運行

※6/10～部分運休

※八幡浜港20：45発は6/10～当面の間、八幡浜港～ジェイアール四国バス松山支店間を部分運休し、ジェイアール四国バス松山支店22：28始発で運行します。

　 京都駅21：30発は6/10～当面の間、ジェイアール四国バス松山支店～八幡浜港間を部分運休し、ジェイアール四国バス松山支店6：06終着で運行します。

2021年5月31日更新

運行会社 便番号 行先 運行 運行会社 便番号 行先 運行

JR四国 2 高知駅 5:40 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 西日本JR 1 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 6:30 高知駅 通常運行

JR四国 4 高知駅 6:30 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 3 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 7:50 高知駅・須崎駅 6/1～運行再開

西日本JR 52 高知駅 7:30 京都駅烏丸口 通常運行 西日本JR 5 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 8:50 高知駅 通常運行

JR四国 6 須崎駅・高知駅 6:25 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/18～7/11まで運行 JR四国 7 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 9:50 高知駅 通常運行

JR四国 8 高知駅 8:50 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 運休中 JR四国 51 京都駅烏丸口・三宮BT 9:50 高知駅 6/19～7/12まで運行

西日本JR 10 高知駅 9:30 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/2～運行再開 西日本JR 9 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 11:10 高知駅 通常運行

西日本JR 12 須崎駅・高知駅 9:28 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 11 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 13:10 高知駅・須崎駅 通常運行

JR四国 54 高知駅 12:40 三宮BT・京都駅烏丸口 6/18～7/11まで運行 JR四国 13 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 14:40 高知駅・須崎駅 6/19～7/12まで運行

JR四国 14 高知駅 13:50 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 15 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 16:10 高知駅 6/1～運行再開

西日本JR 16 高知駅 15:40 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 6/2～運行再開 JR四国 17 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 17:20 高知駅 運休中

西日本JR 18 須崎駅・高知駅 15:58 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行
※6/1～部分運休解除

西日本JR 19 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 18:05 高知駅 通常運行

西日本JR 20 高知駅 18:10 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 JR四国 53 京都駅烏丸口 18:10 高知駅 通常運行

JR四国 56 須崎駅・高知駅 21:20 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ
京都駅烏丸口

通常運行 JR四国 21 大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT 22:00 高知駅 運休中

西日本JR 22 高知駅 23:10 三宮BT・大阪駅ＪＲ高速ＢＴ 通常運行 西日本JR 55 京都駅烏丸口
大阪駅ＪＲ高速ＢＴ・三宮BT

21:20 高知駅・須崎駅 通常運行

※須崎駅15：58発は5/10～5/31の間、須崎～高知駅間を部分運休し、高知駅17：10始発で運行します。

路線名

高知エクスプレス号

京阪神ドリーム高知号

上り

始発停留所・時間
路線名

京阪神ドリーム松山号

始発停留所・時間

上り 下り

始発停留所・時間 始発停留所・時間

下り

阿波エクスプレス京都号

松山エクスプレス号

上り

始発停留所・時間
路線名

下り

始発停留所・時間


