
 

 
 

※画像はイメージです。

SETOUCHI TRAIN 車両外装デザイン 座席デザイン 

2 号車：大原美術館開館 90 周年タイアップ 1、3号車：せとうち広島ＤＣ 

 

 

2 0 2 0 年 1 1 月 9 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

せとうち広島デスティネーションキャンペーンに合わせた 

「SETOUCHI TRAIN」の運行ダイヤ（11 月分）のお知らせについて 
 

 ＪＲ西日本岡山支社では、せとうちの豊かな海と多島美をイメージしたラッピング列

車｢SETOUCHI TRAIN｣を 2019 年 3 月より運行しご好評をいただいております。 

本年 12 月まで開催の「せとうち広島デスティネーションキャンペーン（以下、せと

うち広島ＤＣ）」、ならびに「大原美術館開館 90 周年」に合わせ、11 月分の運行列車及

び運行時刻がまとまりましたのでお知らせします。なお、1、3 両目はせとうち広島Ｄ

Ｃに関連するえぇとこ・えぇもん・うめぇもんをテーマに、2 両目は大原美術館開館

90 周年をテーマとした、中吊りポスターを掲出します。 

 

１ 運行列車及び運行時刻(11/11～11/30 運行分) 

 別紙を参照ください。 

※8:00～18:00 に運行する列車を対象に掲載しています。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中吊りポスターについて 

 

 

 

 

 



※せとうち広島ＤＣに関する、えぇとこ・えぇもん・うめぇもん中吊りポスター一覧 

  

種別 えぇもん、えぇとこ、うめぇもん 対象地域
瀬戸内しまなみ海道（サイクリングロード） 尾道市
尾道～鞆の浦（海の道） 尾道市・福山市
瀬戸内海の夕景と水島コンビナートの夜景 倉敷市
備後絣<カスリラ> 福山市
尾道帆布 尾道市
府中桐箱 府中市
mt（マスキングテープ） 倉敷市
畳縁・畳縁グッズ 倉敷市
スピングルムーヴ（シューズ） 府中市
備後府中黒味噌 府中市
ささ（発泡酒） 倉敷市
瀬戸田レモンラスク島ごころ 尾道市
レノン（檸音） 福山市
ウシオチョコラトルのチョコレート 尾道市
味付ちりめん 尾道市
炭焼の焼き豚 福山市

えぇとこ

えぇもん

うめぇもん



別　紙

月日 曜日 線区 列車種別 列車番号

11月11日 水 山陽線 普通 433M 岡山駅 ( 17:18 発) 三原駅 ( 18:52 着)
伯備線 普通 843M 岡山駅 ( 7:25 発) 新見駅 ( 8:52 着)
　〃 　〃 858M 新見駅 ( 15:55 発) 岡山駅 ( 17:22 着)
赤穂線 　〃 1928M 岡山駅 ( 17:26 発) 播州赤穂駅 ( 18:49 着)
伯備線 普通 1824M 備中高梁駅 ( 7:10 発) 岡山駅 ( 8:07 着)
山陽線 　〃 1306M 岡山駅 ( 8:09 発) 相生駅 ( 9:21 着)
　〃 　〃 1311M 相生駅 ( 9:32 発) 岡山駅 ( 10:38 着)
赤穂線 　〃 1922M 岡山駅 ( 14:56 発) 播州赤穂駅 ( 16:05 着)
　〃 　〃 1925M 播州赤穂駅 ( 16:36 発) 岡山駅 ( 18:03 着)
山陽線 普通 1305M 姫路駅 ( 7:05 発) 岡山駅 ( 8:34 着)
　〃 　〃 407M 岡山駅 ( 8:40 発) 三原駅 ( 10:10 着)
　〃 　〃 414M 三原駅 ( 10:24 発) 糸崎駅 ( 10:28 着)
　〃 　〃 1742M 糸崎駅 ( 11:59 発) 岡山駅 ( 13:30 着)
　〃 　〃 1322M 岡山駅 ( 15:39 発) 相生駅 ( 16:47 着)
　〃 　〃 1329M 相生駅 ( 16:59 発) 岡山駅 ( 18:08 着)
赤穂線 普通 1952M 岡山駅 ( 7:38 発) 西大寺駅 ( 8:01 着)
　〃 　〃 1957M 西大寺駅 ( 8:18 発) 岡山駅 ( 8:39 着)
山陽線 　〃 433M 岡山駅 ( 17:18 発) 三原駅 ( 18:52 着)
伯備線 普通 843M 岡山駅 ( 7:25 発) 新見駅 ( 8:52 着)
　〃 　〃 862M 新見駅 ( 17:54 発) 岡山駅 ( 19:21 着)
山陽線 普通 5713M 岡山駅 ( 7:57 発) 福山駅 ( 8:56 着)
　〃 　〃 5726M 福山駅 ( 9:05 発) 岡山駅 ( 10:05 着)
　〃 　〃 1326M 岡山駅 ( 16:44 発) 姫路駅 ( 18:09 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 　〃 531M 岡山駅 ( 9:41 発) 児島駅 ( 10:16 着)
　〃 　〃 532M 児島駅 ( 10:55 発) 岡山駅 ( 11:30 着)
　〃 　〃 535M 岡山駅 ( 11:45 発) 児島駅 ( 12:23 着)
　〃 　〃 536M 児島駅 ( 12:55 発) 岡山駅 ( 13:29 着)
　〃 　〃 539M 岡山駅 ( 13:45 発) 児島駅 ( 14:22 着)
　〃 　〃 540M 児島駅 ( 14:55 発) 岡山駅 ( 15:29 着)
　〃 　〃 543M 岡山駅 ( 15:45 発) 児島駅 ( 16:24 着)
　〃 　〃 544M 児島駅 ( 16:55 発) 岡山駅 ( 17:29 着)
　〃 　〃 547M 岡山駅 ( 17:45 発) 児島駅 ( 18:23 着)
瀬戸大橋線 普通 525M 岡山駅 ( 7:32 発) 児島駅 ( 8:08 着)
　〃 　〃 526M 児島駅 ( 8:24 発) 岡山駅 ( 8:57 着)
　〃 　〃 529M 岡山駅 ( 9:07 発) 児島駅 ( 9:43 着)

　〃 　〃 530M 児島駅 ( 9:56 発) 岡山駅 ( 10:30 着)

　〃 　〃 533M 岡山駅 ( 10:37 発) 児島駅 ( 11:15 着)
　〃 　〃 534M 児島駅 ( 11:55 発) 岡山駅 ( 12:29 着)
　〃 　〃 537M 岡山駅 ( 12:45 発) 児島駅 ( 13:22 着)
　〃 　〃 538M 児島駅 ( 13:55 発) 岡山駅 ( 14:29 着)
　〃 　〃 541M 岡山駅 ( 14:45 発) 児島駅 ( 15:22 着)
　〃 　〃 542M 児島駅 ( 15:55 発) 岡山駅 ( 16:29 着)
　〃 　〃 545M 岡山駅 ( 16:45 発) 児島駅 ( 17:23 着)
　〃 　〃 546M 児島駅 ( 17:55 発) 岡山駅 ( 18:29 着)

※8:00～18:00に運行する列車を対象に掲載しています。

木11月12日

11月13日

始発駅 終着駅

金

土

日

月

火

水

※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。

SETOUCHI TRAIN 運行列車及び運行時刻　(2020.11.11～11.30運行分)

11月19日 木

11月18日

11月17日

11月16日

11月15日

11月14日
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月日 曜日 線区 列車種別 列車番号
山陽線 普通 1709M 岡山駅 ( 6:57 発) 糸崎駅 ( 8:26 着)
　〃 　〃 1732M 糸崎駅 ( 9:31 発) 岡山駅 ( 11:02 着)
　〃 　〃 1312M 岡山駅 ( 11:12 発) 相生駅 ( 12:19 着)
　〃 　〃 1317M 相生駅 ( 12:26 発) 岡山駅 ( 13:37 着)
　〃 　〃 722M 岡山駅 ( 17:34 発) 吉永駅 ( 18:10 着)
伯備線 普通 841M 岡山駅 ( 6:37 発) 新見駅 ( 8:03 着)
　〃 　〃 850M 新見駅 ( 9:57 発) 岡山駅 ( 11:35 着)
山陽線 　〃 714M 岡山駅 ( 11:42 発) 和気駅 ( 12:15 着)
　〃 　〃 721M 和気駅 ( 12:34 発) 岡山駅 ( 13:06 着)
　〃 　〃 5735M 岡山駅 ( 13:29 発) 福山駅 ( 14:27 着)
　〃 　〃 5752M 福山駅 ( 14:32 発) 岡山駅 ( 15:32 着)
宇野みなと線 　〃 661M 岡山駅 ( 16:15 発) 宇野駅 ( 17:13 着)
赤穂線 普通 1906M 岡山駅 ( 7:21 発) 播州赤穂駅 ( 8:37 着)
　〃 　〃 1909M 播州赤穂駅 ( 9:05 発) 岡山駅 ( 10:33 着)
伯備線 　〃 1825M 岡山駅 ( 10:40 発) 総社駅 ( 11:08 着)
　〃 　〃 1830M 総社駅 ( 11:24 発) 岡山駅 ( 11:56 着)
　〃 　〃 1829M 岡山駅 ( 12:17 発) 総社駅 ( 12:46 着)
　〃 　〃 1836M 総社駅 ( 13:25 発) 岡山駅 ( 13:53 着)
赤穂線 　〃 1920M 岡山駅 ( 13:55 発) 播州赤穂駅 ( 15:06 着)
　〃 　〃 1923M 播州赤穂駅 ( 15:36 発) 岡山駅 ( 16:54 着)
伯備線 　〃 1841M 岡山駅 ( 17:14 発) 備中高梁駅 ( 18:09 着)

11月23日 月 山陽線 普通 1303M 姫路駅 ( 6:35 発) 岡山駅 ( 8:01 着)
赤穂線 普通 1905M 播州赤穂駅 ( 7:13 発) 岡山駅 ( 8:29 着)
山陽線 　〃 1725M 岡山駅 ( 10:49 発) 糸崎駅 ( 12:18 着)
　〃 　〃 1748M 糸崎駅 ( 13:20 発) 岡山駅 ( 14:48 着)
　〃 　〃 720M 岡山駅 ( 14:51 発) 和気駅 ( 15:21 着)
　〃 　〃 727M 和気駅 ( 15:37 発) 岡山駅 ( 16:08 着)
　〃 　〃 5747M 岡山駅 ( 16:10 発) 福山駅 ( 17:08 着)
福塩線 　〃 259M 福山駅 ( 17:09 発) 府中駅 ( 17:56 着)
福塩線 普通 227M 福山駅 ( 7:17 発) 府中駅 ( 8:06 着)
　〃 　〃 234M 府中駅 ( 8:17 発) 福山駅 ( 9:02 着)
　〃 　〃 235M 福山駅 ( 9:09 発) 府中駅 ( 9:51 着)

　〃 　〃 258M 府中駅 ( 15:47 発) 福山駅 ( 16:31 着)

　〃 　〃 257M 福山駅 ( 16:41 発) 府中駅 ( 17:26 着)
　〃 　〃 266M 府中駅 ( 17:42 発) 福山駅 ( 18:30 着)
宇野みなと線 普通 639M 岡山駅 ( 7:40 発) 宇野駅 ( 8:25 着)
　〃 　〃 1644M 宇野駅 ( 9:03 発) 茶屋町駅 ( 9:27 着)
　〃 　〃 1643M 茶屋町駅 ( 9:35 発) 宇野駅 ( 10:02 着)
　〃 　〃 1648M 宇野駅 ( 10:26 発) 茶屋町駅 ( 10:54 着)
　〃 　〃 1647M 茶屋町駅 ( 11:14 発) 宇野駅 ( 11:45 着)
　〃 　〃 660M 宇野駅 ( 16:05 発) 岡山駅 ( 16:59 着)
　〃 　〃 665M 岡山駅 ( 17:15 発) 宇野駅 ( 18:14 着)
山陽線 普通 1711M 岡山駅 ( 7:34 発) 糸崎駅 ( 9:01 着)
　〃 　〃 4710M 糸崎駅 ( 12:40 発) 福山駅 ( 13:07 着)
　〃 　〃 4411M 福山駅 ( 13:12 発) 三原駅 ( 13:46 着)
　〃 　〃 4412M 三原駅 ( 13:51 発) 福山駅 ( 14:27 着)
　〃 　〃 4413M 福山駅 ( 14:32 発) 三原駅 ( 15:04 着)
　〃 　〃 4416M 三原駅 ( 15:13 発) 福山駅 ( 15:45 着)
　〃 　〃 4417M 福山駅 ( 15:52 発) 三原駅 ( 16:27 着)
　〃 　〃 436M 三原駅 ( 16:41 発) 糸崎駅 ( 16:45 着)

金

土

日

火

水

木

11月27日

11月26日

11月25日

11月24日

11月22日

始発駅 終着駅

11月21日

11月20日

金
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月日 曜日 線区 列車種別 列車番号
赤穂線 　〃 1905M 播州赤穂駅 ( 7:13 発) 岡山駅 ( 8:29 着)
山陽線 　〃 1723M 岡山駅 ( 10:31 発) 糸崎駅 ( 11:59 着)
　〃 　〃 1750M 糸崎駅 ( 13:40 発) 岡山駅 ( 15:09 着)
　〃 　〃 1320M 岡山駅 ( 15:11 発) 相生駅 ( 16:16 着)
　〃 　〃 1327M 相生駅 ( 16:25 発) 岡山駅 ( 17:29 着)
山陽線 普通 1305M 姫路駅 ( 7:05 発) 岡山駅 ( 8:34 着)
　〃 　〃 407M 岡山駅 ( 8:40 発) 三原駅 ( 10:10 着)
　〃 　〃 414M 三原駅 ( 10:24 発) 糸崎駅 ( 10:28 着)
　〃 　〃 1742M 糸崎駅 ( 11:59 発) 岡山駅 ( 13:30 着)
　〃 　〃 1322M 岡山駅 ( 15:39 発) 相生駅 ( 16:47 着)
　〃 　〃 1329M 相生駅 ( 16:59 発) 岡山駅 ( 18:08 着)
赤穂線 普通 1952M 岡山駅 ( 7:38 発) 西大寺駅 ( 8:01 着)
　〃 　〃 1957M 西大寺駅 ( 8:18 発) 岡山駅 ( 8:39 着)
山陽線 　〃 433M 岡山駅 ( 17:18 発) 三原駅 ( 18:52 着)

11月30日

11月29日

11月28日

始発駅 終着駅

日

月

土
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