
お客様各位 

平成 30年 10月吉日 

 下津井電鉄株式会社 

 

 

「おかやまマラソン」開催に伴う 

高速乗合バスの運行について 
 

 

「おかやまマラソン」開催に伴う交通規制により、一部の高速乗合バスにつきまし

て、「迂回運行」や「停留所休止」がございます。  

 到着時刻の遅れが発生する場合もございますので、ご利用のお客様には大変ご

迷惑をおかけいたしますが、ご理解頂きますようお願いいたします。 

 

記 

 

1. 実施日 

 

平成３０年１１月１１日（日） 

 

 

2. 規制対象路線 

 

児島・倉敷・岡山～東京線（ルミナス号） 

倉敷･岡山～大阪線（吉備エクスプレス大阪号/リョービエクスプレス） 

倉敷・岡山～京都線（京都エクスプレス） 

岡山～高知線（龍馬エクスプレス） 

岡山～松山線（マドンナエクスプレス） 

 

 

3. 実施内容 

別紙一覧をご参照ください。 

 

 

 

 

以上 



「おかやまマラソン」開催に伴う交通規制
下津井電鉄株式会社

■岡山～東京線（ルミナス号） ■岡山～福岡線（ペガサス号）
路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響 路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響
東京線 新宿駅南口 児島営業所 21:30 小田急シティバス 迂回運行（岡山大学筋通過） 福岡線 西鉄天神高速ＢＴ 岡山駅西口  22：00 西鉄バス 影響なし

■倉敷･岡山～大阪線（吉備エクスプレス大阪号/リョービエクスプレス） ■倉敷・岡山～京都線（京都エクスプレス）
路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響 路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響

倉敷駅北口 ＵＳＪ 3:50 両備バス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 5:30 下津井電鉄 影響なし
岡山駅西口 ＵＳＪ 5:00 中国ＪＲバス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 6:15 両備バス 影響なし
倉敷駅北口 ＵＳＪ 4:50 両備バス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 7:30 下津井電鉄 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
岡山駅西口 ＵＳＪ 6:00 両備バス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 9:20 両備バス 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 6:20 下津井電鉄 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 11:00 下津井電鉄 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
倉敷駅北口 なんば 5:40 両備バス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 13:20 両備バス 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
岡山駅西口 ＵＳＪ 6:40 中国ＪＲバス 影響なし 倉敷駅北口 京都駅前 17:00 京阪京都交通 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 7:00 下津井電鉄 影響なし 京都駅前 倉敷駅北口 9:15 京阪京都交通 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 7:20 両備バス 影響なし 京都駅前 倉敷駅北口 12:10 下津井電鉄 影響なし
倉敷駅北口 ＵＳＪ 6:35 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 京都駅前 倉敷駅北口 14:15 両備バス 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 7:40 中国ＪＲバス 迂回運行（岡山大学筋通過） 京都駅前 倉敷駅北口 15:35 下津井電鉄 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 8:00 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 京都駅前 倉敷駅北口 17:10 両備バス 影響なし
倉敷駅北口 なんば 7:25 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 京都駅前 倉敷駅北口 18:30 下津井電鉄 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 9:00 下津井電鉄 迂回運行（岡山大学筋通過） 京都駅前 倉敷駅北口 19:45 両備バス 影響なし
倉敷駅北口 なんば 8:25 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 9:40 中国ＪＲバス 迂回運行（岡山大学筋通過） ■岡山～高知線（龍馬エクスプレス）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 10:00 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響

岡山駅西口 はりまや橋 7:10 下津井電鉄 影響なし
岡山駅西口 はりまや橋 8:20 両備バス 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
岡山駅西口 はりまや橋 10:40 とさでん交通 迂回運行（岡山駅西口～津高間）

倉敷駅北口 なんば 10:35 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 岡山駅西口 はりまや橋 12:00 とさでん交通 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 12:30 下津井電鉄 迂回運行（岡山大学筋通過） 岡山駅西口 はりまや橋 14:20 下津井電鉄 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
倉敷駅北口 なんば 12:35 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 岡山駅西口 はりまや橋 15:40 両備バス 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 14:30 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 岡山駅西口 はりまや橋 16:40 ＪＲ四国バス 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 16:30 西日本ＪＲバス 影響なし 岡山駅西口 はりまや橋 18:20 とさでん交通 影響なし
倉敷駅北口 なんば 16:35 両備バス 影響なし 岡山駅西口 はりまや橋 19:40 とさでん交通 影響なし
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 18:30 西日本ＪＲバス 影響なし 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 7:00 とさでん交通 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
岡山駅西口 ＯＣＡＴ 19:20 西日本ＪＲバス 影響なし 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 7:50 とさでん交通 迂回運行（津高～岡山駅西口間）

高知駅バスターミナル 岡山駅西口 9:20 ＪＲ四国バス 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 10:30 下津井電鉄 迂回運行（津高～岡山駅西口間）

ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 6:45 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 11:50 両備バス 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 8:20 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 14:30 とさでん交通 影響なし
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 9:20 西日本ＪＲバス 迂回運行（岡山大学筋通過） 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 15:50 とさでん交通 影響なし
ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 10:55 両備バス 迂回運行（岡山大学筋通過） 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 17:40 下津井電鉄 影響なし
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 11:20 西日本ＪＲバス 迂回運行（岡山大学筋通過） 高知駅バスターミナル 岡山駅西口 19:10 両備バス 影響なし
ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 11:55 両備バス 影響なし
ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 12:25 両備バス 影響なし ■岡山～松山線（マドンナエクスプレス）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 13:20 西日本ＪＲバス 影響なし 路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響
ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 14:15 両備バス 影響なし 岡山駅西口 大街道 8:00 伊予鉄道 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 14:20 中国ＪＲバス 影響なし 岡山駅西口 大街道 9:10 下津井電鉄 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 15:20 両備バス 影響なし 岡山駅西口 大街道 12:20 両備バス 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 15:50 下津井電鉄 影響なし 岡山駅西口 大街道 14:30 ＪＲ四国バス 迂回運行（岡山駅西口～津高間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 16:20 中国ＪＲバス 影響なし 岡山駅西口 大街道 17:20 伊予鉄道 影響なし
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 16:40 下津井電鉄 影響なし 岡山駅西口 大街道 18:50 下津井電鉄 影響なし
ＯＣＡＴ 宇野築港銀座 17:05 両備バス 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 7:40 両備バス 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
ＯＣＡＴ 岡山駅西口 17:10 両備バス 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 9:20 ＪＲ四国バス 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
ＵＳＪ 岡山駅西口 17:05 中国ＪＲバス 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 12:20 伊予鉄道 迂回運行（津高～岡山駅西口間）
ＵＳＪ 倉敷駅北口 17:35 両備バス 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 13:40 下津井電鉄 影響なし

ＯＣＡＴ 岡山駅西口 18:10 両備バス 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 17:00 両備バス 影響なし
ＵＳＪ 岡山駅西口 18:05 下津井電鉄 影響なし ＪＲ松山駅 岡山駅西口 18:50 ＪＲ四国バス 影響なし

ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 19:05 両備バス 影響なし
ＵＳＪ 岡山駅西口 18:35 中国ＪＲバス 影響なし ■岡山～東京線（ルミナス号）
ＵＳＪ 岡山駅西口 19:05 両備バス 影響なし 路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響
ＵＳＪ 岡山駅西口 19:35 下津井電鉄 影響なし 東京線 岡山駅西口 新宿駅南口 20:30 小田急シティバス 影響なし
ＵＳＪ 倉敷駅北口 20:35 両備バス 影響なし

ＯＣＡＴ 倉敷駅北口 22:45 両備バス 影響なし ■岡山～福岡線（ペガサス号）
路線名 始発地 目的地 発時刻 運行会社 影響
福岡線 岡山駅西口 西鉄天神高速ＢＴ 22:00 西鉄バス 影響なし

平成３０年１１月１1日（日）運行便

平成３０年１１月１０日（土）運行便（１１月１１日岡山到着便）
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宇野築港銀座 なんば 9:30 両備バス
宇野～岡山駅西口間交通規制のため区間運

休　岡山駅西口10：30発に変更
迂回運行（岡山大学筋通過）


