
 
 

 

 

 

 

 

 

2020 年 9月より運行を開始し、現在山陽コースを運行している「WEST EXPRESS 銀河」は、3月 26 日より再

び山陰コースを運行いたします。一部停車駅等にて、沿線地域の皆様のご協力のもと、山陰コースならではの

「おもてなし」をご用意しています（詳細別紙）。 

「WEST EXPRESS 銀河」による山陰の旅を、どうぞお楽しみください。 

 

１．停車駅でのおもてなし（※運行日により一部内容が異なります。） 

（１）姫路駅【下り 23:48 着～0:42 発】(実施場所:姫路駅ホーム) ※金曜始発のみ 

姫路駅名物のまねき食品「えきそば」を延長営業し、下りご乗車のお客様のお夜食として販売します。

あわせて、お土産用の乾麺や、夜食にぴったりの銀河特製おつまみ弁当も販売します。 

（２）生山駅【下り 6:02 着～6:34 発】(実施場所:生山駅ホーム) 

 「日南町産トマト」を使ったトマトジュースのほか、加工品などの販売を行います。 

（３）安来駅【下り 8:04 着～8:28 発】(実施場所:安来駅ホーム) ※火曜日のみ 

 全国に会員 2,600 名を擁する安来節保存会の有資格者が、日本を代表する伝統芸能「安来節とどじょう

すくい踊り」を披露します。 

（４）根雨駅【上り 18:25 着～18:55 発】(実施場所:根雨駅待合室) 

  期間限定で金運・開運祈願にご利益があるといわれている金持神社の分祠を設置し、縁起物グッズを販売

します。そのほか、日野町特産品の販売も行います。 

（５）備中高梁駅【上り 21:25 着～22:00 発】(実施場所:備中高梁駅コンコース) 

  高梁紅茶や干しぶどう等の地域の特産品の販売に加えて、特定日には高梁市の伝統芸能（備中神楽、備

中たかはし松山踊り）の披露を行います。 

 

２．車内でのお食事等（※旅行プランに組み込まれています。） 

（１）下り列車 

  お夜食に淡路屋の銀河特製弁当、早朝に日南町のトマトジュース、朝食に米吾の星空舞を使用した銀河

特製幕の内弁当または銀河特製おにぎり弁当をご用意しています。 

（２）上り列車 

銘菓どじょう掬いまんじゅう、夕食に一文字家の銀河一番星弁当、お夜食には月替わりで高梁市の食材

を使った軽食（魚富・カフェ麦・花のれん）をご用意しています。 

  

３．特典・プレゼント 

○ 女性席ご利用のお客様限定で、美肌や出雲の縁結びなど女性に嬉しいグッズをご用意しています。 

○ 山陰エリアを周遊するのに便利な駅レンタカーや、出雲周遊観光タクシー「うさぎ号」の利用料金を 

特別価格でご用意しています。 

○ 山陰エリアで使えるおトクな「銀河パスポート」を進呈します。 

 

４．販売方法 

  ㈱日本旅行が企画・実施する旅行商品に限定して発売します。詳細情報は、2 月 10日以降「WEST 

EXPRESS 銀河」特設サイトからリンクする日本旅行の専用ホームページにてお知らせします。 

 

※上記内容は、今後の社会情勢等により変更となる場合がございます。 WEST EXPRESS 銀河 

特設サイト 

「WEST EXPRESS 銀河」山陰コースの「おもてなし」について 

2 0 2 1 年 2 月 9 日 

西日本旅客鉄道株式会社 



「WEST EXPRESS 銀河」

山陰コースのおもてなしメニュー

※写真はイメージです。
※おもてなし内容は、運行日により内容が一部異なります。
※今後の社会情勢等により、おもてなし内容が変更、中止になる場合がございます。



停車駅でのおもてなし（姫路駅）

姫路駅 下り 23:48着／0:42発 ※金曜始発

○姫路駅名物 まねきの「えきそば」

姫路駅名物のまねき食品「えきそば」店を営業時間を延長し、ご乗車のお客
様のお夜食として販売します。姫路駅停車中に、店内及びホームの待合室等
でお召し上がりいただけます。
また、おつまみにぴったりの兵庫県の美味しいものを詰め込んだ銀河特製「兵
庫五国酒肴弁当」や、お土産用に乾麺のえきそばも販売します（ビール等のお
飲み物の販売もしています）。

えきそば

兵庫五国酒肴弁当 お土産用乾麺



停車駅でのおもてなし（生山駅/鳥取県）

生山駅 下り 6:02着／6:34発 ※土・火曜日

まるごととまと
看板娘「まるごととまと」、日南町産トマトそのままの美味しさをいつ
でも楽しんでいただけます。（鳥取県産藻塩0.1％含有）

極純
日南町産トマトを使ったトマトジュース、無塩タイプです。

トマト甘酒
甘酒に日南町産完熟トマトを加えて作りました。米麹のやさしい甘
みとトマトの酸味が心地よい新しいおいしさの甘酒です。

甘酒
米と米糀のみで昔ながらの製法で作ったノンアルコール甘酒です。濃
厚でどこか懐かしい、やさしい味です。

にんじんジュース
1年で一番糖度の増す冬の人参で作りました。人参とは思えない
甘さとスッキリとした味わいのジュースです。

○特産「日南町産トマト」を使ったトマトジュースなどの販売

酸味と甘みのバランスの良さが特徴の日南町産トマトを使ったトマト
ジュース、トマト加工品などの販売を行います。

トマトほわいとチョコ完熟とまとたっぷりハヤシ
（レトルト）

完熟とまとたっぷりカレー
（レトルト）

○日南町によるちょっぴりプレゼント

ホームにて西日本屈指のブランド米「日南米」をプレゼントします。
※土曜日限定



停車駅でのおもてなし（米子駅/鳥取県）

米子市のシンボル「米子城跡」にガイドとともに登り、360度のパノラマビジョ
ンで米子の夜景と日本一の星空を誇る「星取県」の星空をお楽しみください。
地元歌手による星空ガイド付きミニコンサートもあります。

■開 催 日 4月：6日(火)、10日(土)、13日(火) 、17日(土) 
5月：8日(土) 、11日(火) 、15日(土) 、18日(火)
6月：1日(火) 、5日(土) 、12日(土) 、15日(火)
※各開催日の4日前までに要予約

■料 金 大人4,000円/人、子供（小学生以下）2,000円/人
※飲み物（コーヒー等）とオリジナルスイーツ付き

■申 込 先 (一社)米子観光まちづくり公社
電話番号 0859-21-3007

■オプション ANAクラウンプラザホテル米子にて日本一の星空を誇る
「星取県」の星空をイメージした星取会席(税込5,500円)
（※3/31までは税込4,840円）)
をオプションにて別途お召し上がりいただけます。

■申 込 先 ANAクラウンプラザホテル米子 日本料理 雲海

米子城跡から眺める満天の星 米子市街地の夜景

○米子城スターウォッチングツアー（着地観光/別途要予約）

星取会席

米子駅 下り 7:46着／ 8:18発 ※土・火曜日（火は7:56発）
上り 17:38着／17:48発 ※土・水曜日

○ホームでのおもてなし

米子市のマスコット「ヨネギーズ」によるお出迎
え・お見送り、記念品
をプレゼント。
お楽しみに！
■実 施 日

4月：３日(土)
5月：８日(土)
6月：５日(土)

NEW

○ホームでのおもてなし

とっとり花回廊によるお出迎え・お見送り、
花の種をプレゼント。 お楽しみに！
■実 施 日

3月：27日(土)
4月：24日(土)
5月：15日(土)
6月：12日(土) 

26日(土) 

NEW



停車駅でのおもてなし（安来駅/島根県）

安来駅 下り 8:04着／8:28発 ※火曜日

○安来節保存会による伝統芸能「安来節とどじょうすくい踊り」の披露（平日下りのみ）

日本を代表する伝統芸能「安来節とどじょうすくい踊り」が駅のホームに登
場。「WEST EXPRESS 銀河」の到着・出発のひとときに荷物にならぬお
土産として安来節をご観賞いただけます。
全国に会員2,600名を擁する安来節保存会の有資格者が本物の伝統
芸を披露します。

○安来駅どじょうすくい出迎え隊によるお出迎え・お見送り（平日下りのみ）

毎週日曜日に活動している「安来駅どじょうすくい出迎え隊」が「WEST
EXPRESS 銀河」の到着にあわせて、ホームでお出迎え、お見送りに登場し
ます。
名物どじょうすくい踊りの衣装をまとった隊員が、記念撮影から手荷物の運
搬、観光案内、踊りの披露などお客様を笑顔でおもてなしをします。
車窓からも思わず笑みがこぼれるひとときをお楽しみください。

NEW



松江駅 下り ８:45着／ 8:48発 ※土・火曜日
上り 16:37着／17:05発 ※土・水曜日

○まつえ若武者隊によるお出迎え・お見送り（平日のみ）

普段、松江城にお越しの観光客をおもてなしする「まつえ若武者隊」。
「WEST EXPRESS 銀河」の到着・出発に合わせて、松江駅で、お
出迎え・お見送りをします。

停車駅でのおもてなし（松江駅/島根県）

○彩雲堂「鉄道羊羹 銀河」の販売

■商品内容
「鉄道羊羹 銀河」 1,350円（税込）
■販売場所
・松江駅（シャミネ松江店内）「彩雲堂シャミネ店」
・彩雲堂本店
・彩雲堂オンラインショップ
■営業時間
9:00～18:00（オンラインショップは24時間対応）
■購入方法
・店頭販売（数量限定）
・オンライン注文
※銀河にご乗車にならないお客様もお買い求めいただけます。

WEST EXPRESS銀河の運行にあわせて商品開発した限定羊羹です。広大な宇宙を駆け巡る特急列
車の姿をイメージしています。

「鉄道羊羹 銀河」



根雨駅 上り 18:25着／18:58発 ※土・水曜日

金持神社の縁起物
黄色いハンカチ

金持万札黄扇子

金持神社分祠○日野町特産品などの販売

停車駅でのおもてなし（根雨駅/鳥取県）

「WEST EXPRESS 銀河」運行期間中、期間限定で根雨駅の待合室に
金運・開運祈願にご利益があるといわれている金持神社の分祠を設置します。
また、金持神社の縁起物グッズの販売をおこないます。

○金持神社分祠の設置と縁起物グッズの販売

海藻米、はぶ茶、しいたけ、えごま油など町特産品や、
町公式キャラクターをあしらった土産物などの販売をおこ
ないます。

金持神社の棚からぼた餅

しいたんのティータイム
（おまんじゅうほか）○日野町ちょっぴりプレゼント

根雨駅の待合室にて、日野町限定グッズをプレゼントします。



停車駅でのおもてなし（備中高梁駅/岡山県）

備中神楽面最中 猫城主さんじゅーろー
献上まんじゅー

雲海ピオーネ

さるせんべい

吹屋の紅だるま / 柚子胡椒 吹屋の紅てんぐ / 柚子唐辛子 高梁紅茶

○高梁市特産品などの販売

備中高梁駅コンコースにて、地域の特産品の販売に加えて、特定日には伝統芸能の披露等を行います。

備中高梁駅 上り 21:25着／22:00発 ※土・水曜日

備中瓶詰（ピクルス）ゆべし

パンツェロッティ（揚げピザ）

○備中神楽の披露（特定日） ○備中たかはし松山踊り（特定日）

神々が留守になる十月、荒神の魂
を鎮めるために始まった荒神神楽を
起源とする「備中神楽」。
その発祥の地が高梁市成羽町です。
衆を興奮と感動の渦に巻き込んで
展開する「備中神楽」は、この地域
で最も代表的な伝統芸能です。

岡山県下３大踊りのひとつで、県下最大
の規模を誇る「備中たかはし松山踊り」。
期間中、ＪＲ備中高梁駅前は踊り一色
に染まります。
踊り子達は編み笠に浴衣、白足袋姿で
音頭取りを取り巻いて輪を作り夜を明か
して踊ります。



車内でのお食事（下りコース）

【米吾】
星空舞使用 銀河特製幕の内弁当

ボリュームが気になる方は、
おにぎり弁当もご用意し
ております。ご予約時に
お申し出ください。

星空舞使用
「銀河特製おにぎり弁当」

NEW

【淡路屋】
WEST EXPRESS銀河弁当

夜食 朝食

【日南トマト加工】
まるごととまと
（トマトジュース）

【なかうら】
どじょう掬いまんじゅう

夕食 夜食スイーツ

【一文字家】
銀河一番星弁当

【魚富】
備中高梁5万石
味のおもてなし

【カフェ麦】
もち麦弁当

【花のれん】
パンツェロッティ
（揚げピザ）
ピクルス付き

3・4月 5月

■下りコース

■上りコース

6月

※月ごとにメニューが変わります。

ドリンク



島根県は、縁結びで有名な出雲大社をはじめとするパワースポットが各地に点在している「ご縁の国」であるととも
に、しっとりした空気や日照時間の短さなど美肌作りにぴったりの気象条件のほか、美肌に適した食材や温泉地が
豊富なことから「ニッポン美肌県グランプリ」で全国最多でグランプリを受賞している「美肌県」です。
女性専用の普通車指定席とクシェット（ノビノビ座席）をご利用されるお客様に、姫ラボミニコスメセット、縁結び
パスポート、出雲くずほうじ茶「篤姫」など美肌・縁結びグッズの詰め合わせをプレゼントします。
（お渡しはお一人様1セットに限ります。）

○「美肌県しまね」関連グッズなどプレゼント（女性席特典） NEW

特典・プレゼント（女性席限定/島根県）

【特典一覧】 （予定）
■下り列車：姫ラボミニコスメセット

いずもはとむぎチョコ
出雲路縁結びパスポート
ご縁ケース（マスクケース）
木次線マスキングテープ&木次線沿線案内図（鳥瞰図）
美肌県しまねコンセプトカード

■上り列車：姫ラボバスエッセンス
出雲くずほうじ茶「葛姫」
しまねっこアートマスク（フェイスパック）
ご縁ケース（マスクケース）
木次線マスキングテープ&木次線沿線案内図（鳥瞰図）
美肌県しまねコンセプトカード



山陰の観光スポットを効率良く巡るには、駅を降りてすぐにご利用いただける駅レンタカーが便利です。
銀河専用旅行商品をご利用いただいたお客様に、駅レンタカー利用料金を特別価格でご利用いただけます。

○「駅レンタカー」特別価格

■設定期間 2021年3月26日(金)~6月27日(日)
※4月27日～5月6日は除外日です。

■設定営業所 鳥取・倉吉・米子・松江・出雲市

■レンタカー料金（暦日制料金）
※消費税、免責補償料を含みます。

クラス
Sクラス（ヴィッツ・フィット・ノートなど）禁煙車

※車種は選べません。

期間 同日 1泊2日 2泊3日 以降1日

料金 4,000 8,000 12,000 +4,000

出雲

不要 松江

2,000 不要 米子

2,000 2,000 2,000 倉吉

2,000 2,000 2,000 不要 鳥取

NEW

特典（二次アクセス/山陰エリア）

■乗捨料金 一律2,000円
※倉吉営業所への乗捨はできません。

○「出雲周遊観光タクシーうさぎ号」の特別価格（出雲市内）

出雲市内の名所を巡り、歴史・由緒や見どころなどを観光ガイドが分かりやすくご
案内する観光タクシーが便利。銀河専用旅行商品をご利用いただいたお客様に、
出雲周遊観光タクシーうさぎ号の利用料金を特別価格でご利用いただけます。

NEW

■周遊コースと設定料金
・森の出雲 ご朱印の旅 ６時間コース【万九千神社⇒須佐神社⇒はたご小田温泉⇒長浜神社⇒出雲大社】

2名利用の場合:大人16,000円 小人15,000円（税込）3名利用の場合:大人13,000円 小人12,000円（税込）
・海の出雲 神々由縁の地を巡る ６時間コース【万九千神社⇒稲佐の浜⇒上宮⇒日御碕神社＆日御碕観光⇒出雲大社】

2名利用の場合:大人15,000円 小人14,000円（税込） 3名利用の場合:大人12,000円 小人11,000円（税込）
■お問い合わせ （一社）出雲観光協会 ＜℡0853-31-9466＞



「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」ご乗車のお客様に、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の山陰運行を
記念したオリジナルの「エコバック」をプレゼントします。（お渡しはお一人様1個に限ります。）

○銀河オリジナル「エコバック」プレゼント

駅 配布箇所 引換時間

米子駅 米子市国際観光案内所 9:00～18:00

安来駅 安来市観光案内所 8:00～17:00

松江駅 松江国際観光案内所
8:30～18:00

9:00～18:00※3/31まで

出雲市駅 出雲市駅観光案内所 9:00～17:00

特典（山陰エリア）

○観光パスポート「銀河パスポート」の配布

沿線の各種施設で様々な特典や割引などを受けることが出来る観光パスポート「銀河パスポート」をプレゼント
します。（お一人様1枚に限ります。）

特典（一例）
・大正7年創業の銭湯「米子湯」で入浴の方に石鹸プレゼント（米子市）
・出雲市駅構内お土産物店「すうべにあ出雲」でのお買い物割引（出雲市）

※イメージ

※イメージ

NEW銀河パスポート提示



特典（米子駅/鳥取県）

米子駅 下り 7:46着／ 8:18発 ※土・火曜日（火は7:56発）
上り 17:38着／ 17:48発 ※土・水曜日

米子城跡をはじめとする米子市内の観光スポットを走ることがで
きる「レンタサイクル」の利用料金を半額割引きでご利用いただけま
す。
■営業時間 9:00～18:00
■通常料金 半日利用（4時間まで） 600円/台

1日利用（4時間以上） 800円/台
1泊2日利用 1,200円/台

■レンタル場所 米子市国際観光案内 (米子市弥生町12番地)
JR米子駅から徒歩すぐ

○「米子駅レンタサイクル」割引

皆生温泉では、「白砂青松（はくさせいしょう）の弓ヶ浜サイクリング
コース」を爽快に走ることができる「レンタサイクル」の利用料金を半額で
ご利用いただけます。
クロスバイクなどスポーツ自転車を20台ご用意しています。
■営業時間 ８:30～18:00
■通常料金 1日あたり1,000円/台～（※2021年２月現在）
■レンタル場所 米子市観光センター(米子市皆生3-1-1）

JR米子駅から路線バスで約20分
皆生温泉観光センター下車

○「皆生温泉レンタサイクル」割引

銀河パスポート提示

銀河パスポート提示

NEW



安来駅 下り ８:26着／ 8:28発 ※土・火曜日（火は8:04着）
上り 17:27着／17:29発 ※土・水曜日

特典（安来駅/島根県）

○「安来駅レンタサイクル」割引

○「安来節演芸館」観賞料割引

安来駅構内の安来市観光案内所では、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ
銀河」のお客様限定で、足立美術館や月山富田城跡、清水寺など、市内
の観光に便利な「レンタサイクル」の利用料金を500円引きでご利用いただ
けます。電動アシストタイプ4台を含む8台の自転車をご用意しています。
（安来サイクリングロードマップ付き）

■営業時間 8:30～18:00
※「銀河」運行日は、8:00～18:00
※手荷物預かりサービスも行いますので、ご利用ください。（有料）

■通常料金 4時間まで500円／台（電動は2時間まで500円／台）
※１時間超過ごとに100円追加

民謡・安来節が毎日堪能できる安来節の殿堂。桟敷席をイメージした
ホールで、生の安来節の唄と踊りをお楽しみいただける安来節演芸館の
観賞料金を100円割引でご利用いただけます。
■通常料金 大人 800円 小人 300円
■時間 10:00～17:00

銀河パスポート提示

銀河パスポート提示



松江駅 下り ８:45着／ 8:48発 ※土・火曜日
上り 16:37着／17:05発 ※土・水曜日

特典（松江駅/島根県）

○ぐるっと松江レイクラインバス「一日乗車券」プレゼント

「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」ご乗車のお客様に、松江観光に大変便
利な「ぐるっと松江レイクラインバス」の1日乗車券をプレゼントします。
■お渡し場所：松江国際観光案内所

松江城、小泉八雲記念館、武家屋敷、堀川遊覧船、県立美術館、
松江歴史館、松江ホーランエンヤ伝承館、小泉八雲旧居、明々庵、
宍道湖遊覧船はくちょう号、月照寺 など

1日乗車券を以下の施設でご提示いただくと、観光施設が割引料金でご利用
いただけます。

銀河パスポート提示



松江駅 下り ８:45着／ 8:48発 ※土・火曜日

○松江市内の宿泊施設利用！メイク＆入浴＆朝食プラン

観光にはちょっと早い・・・。せっかくならこの時間を有効に使って
リフレッシュしませんか？利用当日の午前1:00まで予約可能
なので、「銀河」乗車後でも予約できます！

施設名

料金（一人あたり・税込）

アクセス 予約方法
入浴

(タオル付)
パウダー
ルーム

チェック
アウトAプラン

朝食なし
Bプラン
朝食付き

①松江ニュー
アーバンホテル

600円 2,000円
松江駅よりバスで
約8分、徒歩2分

TEL：0852-23-0003
LINE：(「松江ニューアーバンホ

テル」で検索）

温泉
湯上りどころ
大浴場脱衣場

※２

午前
10：00

②松江アーバン
ホテル

880円 1,980円 松江駅より徒歩3分
TEL:0852-22-0002

LINE：(「urban0102」で検索）
シャワー

女性専用
ラウンジ

午前
10:00

③松江エクセル
ホテル東急

3,000円
※１

松江駅より徒歩3分 TEL:0852-27-0109
ユニット
バス

洋室
※３

午前
11：00

※１ お一人様でのご利用の場合、4,000円となります。 ※２ 複数グループでのご利用になる場合もございます。
※３ １グループ１部屋利用（2名様まで）となります。

特典（松江駅/島根県）

銀河パスポート提示



出雲市駅 下り 9：31着 ※土・火曜日
上り 16：00発 ※土・水曜日

特典（出雲市駅/島根県）

○「出雲大社ご参拝定時ガイド」割引

地下1800メートルの湯脈からお湯をひき、20種類もの効能がある天然温泉「らんぷの湯」では、フェイスタオルを無料でプレゼン
トいたします。JR出雲市駅から徒歩1分のところにあり、出雲大社参拝前に心身をリフレッシュいただけます。

約９０分をかけて出雲大社をご案内する「出雲大社ご参拝定時ガイド」を100円引きでご利用いただけます。
■催行日 土・日・祝日のみ ※今後の状況によって変更の可能性があります
■出発時間 １回目10:00～、２回目13：00～
■集合場所 神門通り観光案内所
■通常料金 大人800円 小学生300円 ※3/31まで500円（中学生以上）
■定員 15名 ※定員に達した場合ご参加いただけない場合があります
■ガイド方法 ワイヤレスガイドシステム(耳掛けイヤホンタイプ）※使用毎に消毒

○出雲駅前温泉らんぷの湯 フェイスタオルプレゼント

■営業時間 10:00～22:00 （最終受付は21:30まで）
■定休日 第一水曜日のみ (祝日の時は翌週の水曜日)

銀河パスポート提示

銀河パスポート提示



○星取県 星空案内用ＶＲゴーグル

どの市町村からも天の川が見え、流星群の時期でなくても流れ星が見えやすい鳥取県は、夜空を見上げれば
星に手が届きそう。そんな鳥取県を楽しんでいただきたいという思いをこめて、鳥取県は「星取県（ほしとりけ
ん）」と名乗っています。
ご乗車される皆様に、天候や時間帯に関わらず、星取県の美しい星空を楽しんでいただけるよう「星取県 星
空案内用ＶＲゴーグル」を準備しています。

星取県VR動画の一場面（鳥取砂丘の星空）VRゴーグル装着イメージ

その他のおもてなし（車内フリースペース/鳥取県）

【視聴できるＶＲコンテンツ】
■星取県の星空案内（6分40秒） 〔撮影地：大山、鳥取砂丘、さじアストロパーク〕
鳥取ふるさと大使でもある上田まりえさんのナレーションによる星取県の星空案内が楽しめます。

■星取県の星空を眺めてみよう（1分） 〔撮影地：大山〕
BGMを聴きながら、ゆったりと星取県の星空を楽しめます。

■星取県ならではの星空ストーリー（5分26秒）
「北極星」 ナレーション：清水理沙 星取県の星空映像を見ながら、心温まるお話が楽しめます。



上り列車
（大阪行き）

下り列車
（出雲市行き）

備中高梁

生山

米
子

安
来

松
江

京
都

根雨

新
大
阪

大
阪

三
ノ
宮

神
戸

西
明
石

姫
路

宍
道

玉
造
温
泉

出
雲
市

京都 新大阪 大阪 三ノ宮 神戸 西明石 姫路 生山 米子 安来 松江 玉造温泉 宍道 出雲市

着時刻 - 22:07 22:21 22:50 22:53 23:12
0:40

/23:48
6:02 7:46

8:04
/8:26

8:45 9:01 9:15 9:31

発時刻 21:15 22:17 22:28 22:51 22:55 23:15 0:42 6:34
7:56
/8:18

8:28 8:48 9:02 9:17 -

出雲市 宍道 玉造温泉 松江 安来 米子 根雨 備中高梁 神戸 三ノ宮 大阪

着時刻 - 16:15 16:27 16:37 17:27 17:38 18:25 21:25 5:46 5:50 6:12

発時刻 16:00 16:16 16:30 17:05 17:29 17:48 18:58 22:00 5:47 5:51 -

■下り列車（出雲市行き）

■上り列車（大阪行き）

※姫路・米子・安来の３駅は運転日によって時刻が異なります（月曜日始発となる列車/金曜日始発となる列車）
ただし5/3（月）始発となる列車は、米子8:18発・安来8:26着の時刻にて運転します

【参考】停車駅及び発着時刻


