
新型コロナウイルスの影響による列車の運休について

2 0 2 0 年 5 月 8 日

ＪＲ四国では、新型コロナウイルスの影響により列車のご利用が大幅に減少しているこ

と、また、緊急事態宣言の期間が延長されたことから、以下のとおり列車の運休等を拡大・

延長することになりましたのでお知らせいたします。

１ 運休列車及び運休日等

(1)定期列車：特急列車 78本、快速・普通列車 15本

(2)期 間：5月 16 日(土)から当面の間

※「運休となる列車」、「運転を再開する列車」及び「運転区間が変更となる列車」に

つきましては、 別紙 でご確認ください。

【参考】主な列車の１日あたりの運転本数（平日）

列車名

【特急】

通常の運転本数

（本）

5月 16 日以降

（本）
運転率

しおかぜ ３０ １６ ５３％

いしづち ３４ ２６ ７６％

南 風 ２８ １４ ５０％

しまんと １０ ４ ４０％

うずしお ３３ ２１ ６４％

宇 和 海 ３３ ２２ ６７％

あしずり １６ １２ ７５％

剣 山 １３ ７ ５４％

そ の 他 ８ ８ １００％

合 計 ２０５ １３０ ６３％

列車名

【快速】

通常の運転本数

（本）

5月 16 日以降

（本）
運転率

マリンライナー ７５ ６５ ８７％



高松

高松

２ お乗り換えとなる特急列車

・特急「しおかぜ」「いしづち」

5月 16日(土)から当面の間、予讃線の一部の特急「しおかぜ」「いしづち」は、宇多津

駅・多度津駅での分割・併結をいたしません。このため、特急「いしづち」は下り高松

駅～多度津駅間、上り宇多津駅～高松駅間のみの運転となり【高松方面から松山方面】

へのお客様は多度津駅で、【松山方面から高松方面】へのお客様は宇多津駅でお乗り換え

となります。

※「お乗り換えとなる特急列車」につきましては、 別紙 でご確認ください。

３ きっぷの取り扱いについて

列車の運休のため、ご旅行を見合わせる場合は、無手数料にてきっぷの払いもどしを

いたします。

また、編成の見直しにより一部発売済みの指定席車両が連結されない場合があります。

該当する指定席券をお持ちのお客様は、誠にお手数をおかけしますが、乗車前に駅みど

りの窓口等にて座席の変更を行ってください。乗車前に変更ができない場合は、車内で

車掌にお申し付けください。

４ その他

・車両運用上の都合により、一部の特急列車は、5月 15 日(金)から運休となります。

・ご利用状況等により、運休列車および期間を変更する場合があります。

・今後の運転計画等につきましては、決まり次第お知らせいたします。

宇 多 津

岡山

しおかぜ・いしづち
しおかぜ

いしづち

5/16(土)から 岡山

いしづちしおかぜ

下りは多度津で乗換・上りは宇多津で乗換

※ 期間中 坂出・高松方面は

別編成に乗換となります。

松山

松山

通 常



【運休となる列車】

発駅 発時刻 着駅 着時刻
しおかぜ　３号 岡　山 8:32 宇多津 9:06
しおかぜ　７号 岡　山 10:35
いしづち　７号 高　松 10:47
しおかぜ１１号 岡　山 12:35
いしづち１１号 高　松 12:50
しおかぜ１５号 岡　山 14:35
いしづち１５号 高　松 14:50
しおかぜ１９号 岡　山 16:35
いしづち１９号 高　松 16:50
しおかぜ２３号 18:35 19:19
しおかぜ２７号 20:39 21:22
しおかぜ　４号 7:15 7:51
しおかぜ　８号 9:26 10:00
しおかぜ１２号 岡　山 12:10
いしづち１２号 高　松 11:54
しおかぜ１６号 岡　山 14:10
いしづち１６号 高　松 13:55
しおかぜ２０号 岡　山 16:11
いしづち２０号 高　松 15:54
しおかぜ２４号 岡　山 18:11
いしづち２４号 高　松 17:57
しおかぜ２８号 宇多津 19:39 岡　山 20:12
 南　風 　１号 7:08 宇多津 7:41
 南　風 　５号 10:05 12:29
 南　風 　９号 12:05 14:42
 南　風 １３号 14:05 16:39
 南　風 １７号 16:05 18:48
 南　風 ２１号 岡　山 18:05
しまんと　７号 高　松 18:27
 南　風 ２５号 岡　山 20:05
しまんと　９号 高　松 20:28
 南　風 　４号 岡　山 9:38
しまんと　４号 高　松 9:21
 南　風 　８号 9:13 11:40
 南　風 １２号 11:13 13:40
 南　風 １６号 13:13 15:41
 南　風 ２０号 15:13 17:41
 南　風 ２４号 岡　山 19:41
しまんと　６号 高　松 19:25
 南　風 ２８号 宇多津 21:24 岡　山 21:57 5/15～
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ１９号 10:20 10:51
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ２３号 11:19 11:49
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ２７号 12:05 12:36
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ３１号 13:05 13:36
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ３５号 14:05 14:36
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ２２号 10:10 10:39
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ２６号 11:10 11:39
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ３０号 12:10 12:39
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ３４号 13:10 13:39
ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ３８号 14:10 14:39

(※)ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄEXP高松 高　松 23:13 伊予西条 0:43
5/9,16,23,30
6/6,13,20,27

(※)ﾓｰﾆﾝｸﾞ EXP高松 6:44 高　松 8:11
5/10,17,24,31
6/7,14,21,28

(※)ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄEXP松山 0:10 新居浜 0:18
5/9,16,23,30
6/6,13,20,27

(※)印のある列車は4月24日プレス資料で運休をお知らせしている列車です。
網掛けの列車は、運転区間が変更となる列車です。（一部区間が運休）

区　間
線区 種別 列車名 運休日

13:15

15:17

17:24

19:23

岡　山 多度津

宇多津 岡　山

9:15

11:23

13:26

15:28

岡　山

20:50

22:51

7:00

岡　山

17:13

児　島 高　松

高　松 児　島

予讃線 特急
伊予西条

本四
備讃線

(予讃)

(土讃)

特急
5/16～

松　山

松　山

高　知

高　知

快速
5/16～

(岡山～児島間は運転)

別紙



発駅 発時刻 着駅 着時刻
宇 和 海　７号 9:07 10:30

(※)宇 和 海１１号 11:27 12:47
宇 和 海１５号 13:24 14:47
宇 和 海１９号 15:27 16:49
宇 和 海２７号 19:36 20:58
宇 和 海３３号 22:49 0:09 5/15～

(※)宇 和 海１０号 9:55 11:20
宇 和 海１４号 11:50 13:18
宇 和 海１８号 13:59 15:20
宇 和 海２２号 16:02 17:26
宇 和 海３２号 21:16 22:43

(※)　　　１１７Ｍ 10:52 11:33
(※)　　　１２３Ｍ 12:52 13:33
(※)　　１２４１Ｍ 14:26 15:14
(※)　　　１３４Ｍ 13:09 13:50
(※)　　　１３８Ｍ 14:09 14:50

しまんと　１号 高　松 6:04 高　知 8:18
しまんと１０号 21:20 高　松 23:26

(※)あしずり　１号 9:53 11:32
あしずり　５号 13:49 15:31

(※)あしずり１０号 13:24 15:04
あしずり１４号 16:48 18:34
うずしお　１号 6:12 7:30
うずしお　７号 9:11 10:18

(※)うずしお１１号 11:05 12:15
うずしお１５号 13:10 14:15

(※)うずしお１７号 14:12 15:20
うずしお３３号 22:22 23:34

(※)うずしお　８号 9:23 10:31
うずしお１０号 10:28 11:36

(※)うずしお１４号 12:24 13:31
うずしお１８号 14:27 15:31
うずしお２０号 15:28 16:32
うずしお３０号 20:35 21:40
 剣　山 　３号 9:01 10:15

(※) 剣　山 　５号 12:01 13:16
(※) 剣　山 　７号 15:01 16:16

 剣　山 　６号 10:27 11:38
(※) 剣　山 　８号 13:33 14:45
(※) 剣　山 １０号 16:32 17:45

(※)印のある列車は4月24日プレス資料で運休をお知らせしている列車です。
網掛けの列車は、運転区間が変更となる列車です。（一部区間が運休）

【運転を再開する列車】

発駅 発時刻 着駅 着時刻
宇 和 海１７号 松　山 14:28 宇和島 15:51
宇 和 海１６号 宇和島 12:55 松　山 14:16

５２４３Ｍ 高　松 15:26 多度津 16:14
５２３２Ｍ 多度津 11:30 高　松 12:22

4月24日プレス資料で運休をお知らせしましたが、5/16から運転いたします。

区　間

区　間

線区 種別 列車名 運休日

松　山 宇和島
5/16～

宇和島 松　山

普通
高　松 多度津

多度津 高　松

土讃線
高　知

中　村

中　村 高　知

高　松 徳　島

徳　島 高　松

徳島線

徳　島 阿波池田

阿波池田 徳　島

線区 種別 列車名 運転を再開する日

予讃線 特急
5/16から運転

土讃線 普通

予讃線

特急

5/16～

特急高徳線



【お乗り換えとなる特急列車】
特急「しおかぜ」岡山～松山

発駅 発時刻 着駅 着時刻
しおかぜ　５号 9:25 12:10
しおかぜ　９号 11:35 14:13
しおかぜ１３号 13:35 16:16
しおかぜ１７号 15:35 18:26
しおかぜ１８号 12:21 15:11
しおかぜ２２号 14:23 17:11
しおかぜ２６号 16:27 19:11
しおかぜ３０号 18:39 21:29

特急「いしづち」高松～宇多津・多度津

発駅 発時刻 着駅 着時刻
いしづち　５号 9:42 10:10
いしづち　９号 11:50 12:18
いしづち１３号 13:50 14:18
いしづち１７号 15:50 16:19
いしづち１８号 14:34 14:55
いしづち２２号 16:34 16:54
いしづち２６号 18:36 18:54
いしづち３０号 20:52 21:11

区　間

区　間

線区 編成 列車名 月日

岡　山 松　山

松　山 岡　山

線区 編成 列車名 月日

高　松 多度津

宇多津 高　松

本四
備讃線

５両
編成

5/16～

予讃線

２両
又は
３両
編成

5/16～

【運転区間が変更となる特急列車】

線区 列車名 通常の運転区間 運休となる区間 運転する区間 月日

しおかぜ　３号
いしづち　３号

岡 山・高 松～松 山
(8:32・8:45) (11:15)

岡　山～宇多津
高 松～松 山

(8:45) (11:15)
しおかぜ２３号
いしづち２３号

岡 山・高 松～松 山
(18:35・18:59) (21:32)

高 松～松 山
(18:59) (21:32)

しおかぜ２７号
いしづち２７号

岡 山・高 松～松 山
(20:39・20:59) (23:33)

高 松～松 山
(20:59) (23:33)

しおかぜ　４号
いしづち　４号

松 山～岡 山・高 松
(5:05) (7:51・7:36)

松 山～高 松
(5:05) (7:36)

しおかぜ　８号
いしづち　８号

松 山～岡 山・高 松
(7:20) (10:00・9:46)

松 山～高 松
(7:20) (9:46)

しおかぜ２８号
いしづち２８号

松 山～岡 山・高 松
(17:37) (20:12・19:56)

松 山～高 松
(17:37) (19:56)

ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄEXP松山
松 山～新居浜
(23:06) (0:18)

伊予西条～新居浜
松山～伊予西条
(23:06) (0:10)

5/9,16,23,30
6/6,13,20,27

 南　風 　１号
しまんと　３号

岡 山・高 松～高 知
(7:08・7:23) (9:39)

岡　山～宇多津
高 松～高 知
(7:23) (9:39)

5/16～

 南　風 ２８号
しまんと　８号

高 知～岡 山・高 松
(19:31) (21:57・21:42)

宇多津～岡　山
高 知～高 松

(19:31) (21:42)
5/15～

しまんと　１号
高 松～中 村

(6:04) (10:04)
高　松～高　知

高 知～中 村
(8:20) (10:04)

しまんと１０号
宿 毛～高 松

(19:16) (23:26)
高　知～高　松

宿 毛～高 知
(19:16) (21:16)

｢しおかぜ23号･いしづち23号｣｢しおかぜ27号･いしづち27号｣の宇多津～多度津間は、｢いしづち｣の時刻で運転します。

【運転区間が変更となる普通列車】

線区 列車名 通常の運転区間 運休となる区間 運転する区間 月日

土讃線 １２４１Ｍ
高 松～琴 平

(14:26) (15:30)
高 松～多度津

多度津～琴 平
(15:17) (15:30)

5/16～

5/16～

岡　山～多度津

宇多津～岡　山

本四
備讃線

土讃線
5/16～

本四
備讃線

予讃線


