
Some buses have been cancelled due to the new coronavirus.

西脇・加西・津山　Nishiwaki/Kasai/Tsuyama

大阪⇔津山　Osaka⇔Tsuyama

※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）、神姫バス（神姫）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
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発車時刻
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運行
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特急502号 神姫 津山駅 6:00 ○ 特急501号 西日本 大阪駅 7:00 ○

急行302号 神姫 津山駅 6:30 ○ 急行301号 西日本 大阪駅 7:30 ○

特急504号▲ 神姫 津山駅 7:00 ○ 特急503号 西日本 大阪駅 8:00 ○

急行304号■ 神姫 津山駅 7:30 ○ 急行303号 西日本 大阪駅 9:00 ○

特急506号 神姫 津山駅 8:00 ○ 急行305号 西日本 大阪駅 11:00 ○

急行306号 神姫 津山駅 8:30 ○ 急行307号 西日本 大阪駅 12:00 ○

特急508号 神姫 津山駅 9:00 ○ 特急505号 神姫 大阪駅 13:00 ○

急行308号 神姫 津山駅 9:30 ○ 急行309号 西日本 大阪駅 13:30 ○

特急510号 神姫 津山駅 10:00 ○ 急行311号 神姫 大阪駅 14:30 ○

急行310号 神姫 津山駅 11:30 ○ 特急507号 神姫 大阪駅 15:00 ○

急行312号 西日本 津山駅 12:30 ○ 急行313号 神姫 大阪駅 15:30 ○

急行314号 西日本 津山駅 13:30 ○ 急行315号 神姫 大阪駅 16:30 ○

特急512号 神姫 津山駅 14:00 × 当面の間運休 特急509号 神姫 大阪駅 17:00 ○

急行316号 西日本 津山駅 14:30 ○ 特急511号 神姫 大阪駅 18:00 ○

特急514号 西日本 津山駅 15:30 ○ 急行317号 神姫 大阪駅 18:30 ○

急行318号 西日本 津山駅 16:30 ○ 特急513号 神姫 大阪駅 19:00 ○

特急516号 西日本 津山駅 17:30 ○ 特急515号 神姫 大阪駅 20:00 × 当面の間運休

急行320号 西日本 津山駅 18:30 ○

■＝平日運行、　▲＝土休日運行

大阪⇔西脇・加西　Osaka⇔Nishiwaki/Kasai
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急行402号 神姫 西脇(営) 6:02 ○ 急行601号 西日本 大阪駅 6:30 ○

急行602号■ 神姫 ｱｽﾃｨｱかさい 6:24 ○ 急行401号 西日本 大阪駅 7:00 ○

急行404号▲ 神姫 西脇(営) 6:32 ○ 急行403号 西日本 大阪駅 8:00 ○

急行406号■ 神姫 西脇(営) 6:42 ○ 急行405号 神姫 大阪駅 10:00 ○

急行604号▲ 神姫 ｱｽﾃｨｱかさい 7:04 ○ 急行407号 神姫 大阪駅 13:00 ○

急行606号■ 神姫 ｱｽﾃｨｱかさい 7:04 ○ 急行409号 西日本 大阪駅 15:00 ○

急行408号 神姫 西脇(営) 7:22 ○ 急行411号 西日本 ＵＳＪ 16:10 ○

急行410号 神姫 西脇(営) 8:27 ○ 急行701号 神姫 大阪駅 17:30 ○

急行608号▲ 神姫 ｱｽﾃｨｱかさい 8:59 ○ 急行413号 神姫 大阪駅 18:00 ○

急行610号 西日本 ｱｽﾃｨｱかさい 9:29 ○ 急行415号 神姫 大阪駅 19:00 ○

急行412号 西日本 西脇(営) 10:27 ○ 急行603号 神姫 大阪駅 19:30 ○

急行414号 西日本 西脇(営) 11:57 ○ 急行417号 神姫 大阪駅 20:00 ○

急行416号 神姫 西脇(営) 15:27 ○ 急行419号 神姫 大阪駅 21:00 ○

急行702号 神姫 社(車庫) 16:42 ○ 急行421号 神姫 大阪駅 22:00 ○

急行418号 神姫 西脇(営) 17:27 ○

急行420号 西日本 西脇(営) 18:57 ○

急行422号 西日本 西脇(営) 20:57 ○

■＝平日運行、　▲＝土休日運行

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う運行状況一覧

■昼行便　Daytime

大阪方面　For Osaka（上り） 西脇・加西方面　For Nishiwaki/Kasai（下り）

大阪方面　For Osaka（上り） 津山方面　For Tsuyama（下り）

■昼行便　Daytime


