
おかやまマラソン2017開催に伴い、岡山市内の一部で長時間の交通規制を

行うため、路線バスは一部運休及び迂回運行を行います。交通渋滞により、

大幅な到着遅延が予想されますのでご注意ください。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって変更する場合があります。

路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

【桑野営業所】　岡山駅・天満屋 → 各地

7：45～15：15 交通規制11月12日日 

岡電バスの運休・迂回運行等のお知らせ

岡山ふれあいセンター

三蟠南

交通規制に関するお問い合わせ おかやまマラソン実行委員会事務局  TEL：086-226-7905お問い合わせ 岡電バス  桑野営業所  TEL： 086-274-5775 http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

運休便の全てのバス停

錦町、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前、山陽新聞社

市役所前、水道局前、大学病院入口、清輝橋、桜橋

内山下、西大寺町、新京橋西詰、国清寺前、協立病院前、網浜、網浜中

網浜下、新道元町、元上町、山陽学園大学、四軒屋、四軒屋住宅

平井小学校、平井小学校入口、川東町入口、倉田北、旭東病院前

天満屋、NTT岡山前、岡山駅

源吉兆庵本社前・イオンモール岡山前、山陽新聞社前

岡山市役所前、水道局前、精神科医療センター西

東古松２丁目

新岡山港

（市役所経由）

新岡山港

（天満屋経由）

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜運休＞

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

8：33

9:03～9:40

10:23～14:23

8:48

10:43～14:23

8:23～10:11

12:33、14:33

9:23

11:43～14:43

8:13

10:03

11:23

[天満屋発] となります

[天満屋発 9：15、9：55] に変更して運行

[岡山駅発 10：50、11：48、12：53、13：48、14：48]に変更して運行

[天満屋発] となります　[天満屋発 9：35]を運行します

[岡山駅発 10：18、12：18、14：18]に変更して運行

岡山駅～網浜中までノンストップ替道運行

運休

[天満屋発]となります

岡山駅～国清寺前までノンストップ、新道経由で替道運行

〈運休〉となり、代わりに [岡山駅発 8：18、10：03] 臨時直行便を運行します

[岡山駅発 11：18] に変更して運行します

天満屋～操南団地入口までノンストップ替道運行

（但し、13：23は通常運行）

（天満屋発8：15～9：45）

天満屋　　岡山駅　　 市役所

8：15　　8：23　　8：27

8：45　　8：53　　8：57

9：15　　9：23　　9：27

9：45　　9：53　　9：57

大元駅前発

  8：30 （重井附属病院行/岡電バス運行）

  9：00 （児島駅行/下電バス運行）

  9：30 （コンベックス岡山行/岡電バス運行）

10：00 （興除車庫行/下電バス運行）

こ
の
区
間
は

部
分
運
休

天満屋発

天満屋発10：15以降、通常運行

交通規制の為、部分運休いたします。

当該便は大元駅前始発にて、妹尾方面へ運行します。

岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋、内山下、西大寺町

新京橋西詰、元上町、山陽学園大学、四軒屋、四軒屋住宅、平井小学校

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

岡電/
下電バス共同運行路線

火の見

重井附属病院

コンベックス岡山前

興除車庫
（下電バス運行）



おかやまマラソン2017開催に伴い、岡山市内の一部で長時間の交通規制を

行うため、路線バスは一部運休及び迂回運行を行います。交通渋滞により、

大幅な到着遅延が予想されますのでご注意ください。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって変更する場合があります。

路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

【桑野営業所】　各地 → 岡山駅・天満屋

7：45～15：15 交通規制11月12日日 

新岡山港
（市役所経由）

新岡山港

（天満屋経由）

岡電バスの運休・迂回運行等のお知らせ

交通規制に関するお問い合わせ おかやまマラソン実行委員会事務局  TEL：086-226-7905お問い合わせ 岡電バス  桑野営業所  TEL： 086-274-5775 http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

ＮＴＴ岡山、柳川西、岡山駅前（岡山髙島屋口）、岡山駅

ＮＴＴ岡山、柳川西、岡山駅前（岡山髙島屋口）、岡山駅

ＮＴＴ岡山、柳川西、岡山駅前（岡山髙島屋口）、岡山駅

桜橋、清輝橋、大学病院入口、水道局、市役所前、山陽新聞社

イオンモール岡山前・源吉兆庵本社

東古松２丁目、岡山駅前、NTT岡山前、天満屋

新岡山港

（新道・天満屋・イオン経由）

岡山ふれあいセンター

三蟠南

岡電/
下電バス共同運行路線

火の見

重井附属病院

コンベックス岡山前

興除車庫
（下電バス運行）

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

新岡山港発 12:20～14:20

新岡山港発 10:05、11:10

運休便の全てのバス停

旭東病院前、倉田北、川東町入口、平井小学校入口、新道上平井

木材市場入口、新道元町、網浜下、網浜中、網浜、協立病院前

国清寺前、新京橋西詰、西大寺町、栄町
操南団地入口～天満屋までノンストップ替道運行

運休

岡山ふれあいセンター発

岡山ふれあいセンター発

三蟠南発

新岡山港発

新岡山港発

7:37～8:57

9:57～14:47

7:57～9:17

8:20～9:20

10:20～14:30

各方面発

下記の便は、交通規制の影響を受けるため、岡山駅止め

（マラソンコースの都合上、東古松2丁目バス停は通過します）

（興除車庫発/下電バス運行）

（火の見発/岡電バス運行）

（火の見発/岡電バス運行）

（汗入発/下電バス運行）

（重井附属病院発/岡電バス運行）

汗入　　 　米倉　　大元駅前

7：50　　7：56　　8：05

8：10　　8：16　　8：25

8：40　　8：46　　8：55

8：55　　9：01　　9：10

9：25　　9：31　　9：40

岡
山
駅
止
め
と

な
り
ま
す

[天満屋止] となります

概ね60分間隔で運行

[天満屋止] となります

運休便の全てのバス停＜運休＞

＜運休＞

三蟠南発 11:02～14:12 運休（新岡山港発をご利用ください）

網浜中～岡山駅までノンストップで運行

[新岡山港発 10：20、11：20、12：20、13：20、14：20]に変更して運行

新岡山港発 8:35 [天満屋止] となります



おかやまマラソン2017開催に伴い、岡山市内の一部で長時間の交通規制を

行うため、路線バスは一部運休及び迂回運行を行います。交通渋滞により、

大幅な到着遅延が予想されますのでご注意ください。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって変更する場合があります。

 【岡南営業所】 岡山駅・天満屋 → 各地

7：45～15：15 交通規制

路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

11月12日日 

岡電バスの運休・迂回運行等のお知らせ

築港元町

岡山ろうさい病院（天満屋経由）

岡山ろうさい病院（市役所経由）

岡南飛行場

大東（天満屋経由）

南ふれあいセンター経由岡南飛行場

新保・万倍

健康づくり財団

平田・北長瀬駅

市役所・岡南営業所

大学病院

岡電高屋

藤原団地

後楽園臨時シャトルバス

北長瀬駅/中庄駅

倉敷駅(両備バス運行）

京山･池田動物園

岡山空港連絡バス

交通規制に関するお問い合わせ おかやまマラソン実行委員会事務局  TEL：086-226-7905お問い合わせ 岡電バス  岡南営業所  TEL： 086-223-7222 http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

平福、岡南産婦人科、福吉町、福島、海岸通り、エブリイ岡南築港店前

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

運休便の全てのバス停

岡山駅、錦町、源吉兆庵本社前・イオンモール岡山前、山陽新聞社前、市役所前、水道局前、大学病院入口、清輝橋、岡南営業所

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

慈圭病院（県道上）、浦安体育館前、浦安南町、太刀洗口、阿部池口、太刀洗東、岡南飛行場

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

慈圭病院（県道上）、浦安体育館前、浦安南町、太刀洗口、阿部池口、太刀洗東、岡南飛行場

運休便の全てのバス停

天満屋～岡山駅～大元駅前（～健康づくり財団）

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

岡電高屋～国富～天満屋～西川緑道公園前

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

中銀前、県庁前

美術館前、天神町

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、美術館前、天神町

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前

岡山駅前、柳川西、NTT岡山前、天満屋、中銀前、美術館前、天神町、後楽園前、蓬莱橋

岡山駅、岡山駅前、ＮＴＴ岡山前、天満屋、新西大寺町筋、大雲寺前、大学病院筋

岡山駅、岡山駅前、ＮＴＴ岡山前、天満屋、新西大寺町筋、大雲寺前、大学病院筋、大供、厚生町商工会議所前

光生病院前、大供新屋敷、野田東、備前野田、岡山ドーム入口、大野辻

運休便の全てのバス停

スポーツセンター前、岡山大学筋（特急便のみ）

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜運休＞

＜運休＞

＜運休＞

＜運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

岡山駅発

天満屋発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

天満屋発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

天満屋発

天満屋発

天満屋発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅発

岡山駅西口発

[天満屋始発]となります

洲崎～築港元町を替道運行

[天満屋始発]となります

運休

[岡南小学校前始発]となります

[天満屋始発]となります

[慈圭病院（構内）止]となります

運休

運休

[慈圭病院（構内）止]となります

運休

<運休>となり、代わりに[大元駅始発　8：44、9：17、9：51]での減便運行

運休

運休

運休

[岡山駅始発]となります

[天満屋始発]となります

特別ダイヤで替道の上、減便運行

美術館前、天神町には停車いたしません。

[天満屋始発]となります（美術館前、天神町には停車いたしません）

[天満屋始発]となります

特別ダイヤで減便運行（岡山駅～浜本町は替道ノンストップ運行）

岡山駅～後楽園までノンストップで運行（特別ダイヤ）

[大供始発]となります

[北長瀬駅前始発]となります

運休

替道運行

8:13～9:55

9:30～13:27

10:32～13:20

8:25～9:45

8:10～8:57

9:37～10:17

8:23～9:40

8:49～12:03

10:02～11:56

7:52～10:15

8:47

10:40

7:55～10:01

8:09～10:03

8:43～9:43

9:57

8:16～10:05

10:33～15:10

8:15～10:00

10:20～14:40

8:06 

8:26～9:42

9:58

10:14～14:35

8:30～14:40

8:10 

8:55～9:45

7:21

7：20～15：30



おかやまマラソン2017開催に伴い、岡山市内の一部で長時間の交通規制を

行うため、路線バスは一部運休及び迂回運行を行います。交通渋滞により、

大幅な到着遅延が予想されますのでご注意ください。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって変更する場合があります。

7：45～15：15 交通規制

【岡南営業所】　各地 → 岡山駅・天満屋
路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

11月12日日 

岡電バスの運休・迂回運行等のお知らせ

築港元町

岡山ろうさい病院（天満屋経由）

岡山ろうさい病院（松浜町・天満屋経由）

岡山ろうさい病院（市役所経由）

岡南飛行場

大東（天満屋経由）

大東（市役所経由）

南ふれあいセンター経由岡南飛行場

新保・万倍

健康づくり財団

平田・北長瀬

市役所/岡南営業所

大学病院

岡電高屋

藤原団地

後楽園臨時シャトルバス

北長瀬駅/中庄駅

倉敷駅(両備バス運行）

京山・池田動物園

岡山空港連絡バス

交通規制に関するお問い合わせ おかやまマラソン実行委員会事務局  TEL：086-226-7905お問い合わせ 岡電バス  岡南営業所  TEL： 086-223-7222 http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

大学病院入口、水道局前、市役所前、山陽新聞社前、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前、岡山駅

運休便の全てのバス停

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

岡南飛行場、太刀洗東、阿部池口、太刀洗口、浦安南町、浦安体育館前、慈圭病院（県道上）

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

岡南飛行場、太刀洗東、阿部池口、太刀洗口、浦安南町、浦安体育館前、慈圭病院（県道上）

新保北、新保口下、新保口、新屋敷、富田、東古松南町、東古松4丁目、精神科医療センター前、水道局前、市役所前

山陽新聞社前、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前、岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋

運休便の全てのバス停

岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋

東古松2丁目、岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋

東古松2丁目、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋

東古松2丁目

岡山駅、岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋、東古松2丁目

岡山駅前、柳川西、ＮＴＴ岡山前、天満屋、東古松2丁目

東古松2丁目

運休便の全てのバス停

運休便の全てのバス停

岡山駅前、柳川西、NTT岡山前、天満屋、中銀前、県庁前、朝日高前、国富、国富東、原東、原尾島住宅、二本松、岡電高屋

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅、錦町、イオンモール岡山、源吉兆庵本社前、山陽新聞社前、市役所前、水道局前、大学病院

錦町、イオンモール岡山、源吉兆庵本社前、山陽新聞社前、市役所前、水道局前、大学病院

県庁前、中電前、大学病院

ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園、岡山駅

蓬莱橋、後楽園前、出石町1丁目、美術館前、城下、内山下、栄町、天満屋、ＮＴＴ岡山前、柳川西、西川緑道公園前

大学病院筋、大雲寺前、新西大寺町筋、天満屋、ＮＴＴ岡山前、岡山駅前

運休便の全てのバス停

スポーツセンター前、岡山大学筋（特急便のみ）

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<運休>

<部分運休>

<運休>

<部分運休>

<運休>

<運休>

<運休>

<部分運休>

<部分運休>

<運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<運休>

<運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<部分運休>

<運休>

[天満屋止]となります

[天満屋止]となります

[天満屋止]となります

[天満屋止]となります

運休

[天満屋止]となります

<運休>となり、代わりに9:36～12:45は[慈圭病院（構内）始発]となります

[天満屋止]となります

運休

運休

運休

[慈圭病院（構内）始発]となります

[泉田北止]となります

運休

[岡山駅止]となります

[イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前止]となります（東古松2丁目は通過します）

[岡山駅止]となります（東古松2丁目は通過します）

特別ダイヤ（旭川荘から通常ダイヤ）で運行　[健康づくり財団発9：36、9：56、10：10]

一部の便（9：36、9：56は東古松２丁目は通過します）

[イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前止]となります(東古松2丁目は通過します）

[岡山駅止]となります（東古松2丁目は通過）

東古松2丁目は通過します

運休

運休

[岡山駅止]となります

[天満屋止]となります

[岡山駅止]となります

[天満屋・岡山駅・市役所経由 岡南営業所行き]とし、特別ダイヤで替道の上、減便運行

[天満屋止]となります

特別ダイヤで減便運行

（浜本町～岡山駅は替道ノンストップ運行、一部の便は通常経路で運行）

後楽園～岡山駅までノンストップで運行（特別ダイヤ）

大供～岡山駅まで替道ノンストップ運行

運休

替道運行

築港元町発

岡山ろうさい病院発

岡山ろうさい病院発

岡山ろうさい病院発

岡山ろうさい病院発

岡南飛行場発

岡南飛行場発

大東発

大東発

大東発

岡南飛行場発

岡南飛行場発

西市団地

西市団地

健康づくり財団発

健康づくり財団発

健康づくり財団発

健康づくり財団発

北長瀬駅発

北長瀬駅発

北長瀬駅発

岡南営業所発

大学病院発

大学病院発

岡電高屋発

岡電高屋発

岡電高屋発

藤原団地発

藤原団地発

後楽園発

倉敷駅発（両備バス運行）

中庄駅発

京山発

岡山空港発

7:47～9:25

7:30～9:17

7:43～8:12

7:40～8:21

8:43～9:30

7:30～9:13

9:33～12:42

7:50～8:06

8:26～10:51

8:14～8:37

9:30

11:33

7:57

8:25～10:34

7:40

8:12、8:44

7:57、8:27、9:03～9:23

9:36～10:10

8:00

8:35

9:35

8:00～9:57

8:19～10:08

10:28～12:27

7:55～9:26

9:44

10:12～14:49

7:55～9:15

10:11～15:05

8:20～15:07

7:40～8:30

9:15

7:35

8:50～12:35



おかやまマラソン2017開催に伴い、岡山市内の一部で長時間の交通規制を

行うため、路線バスは一部運休及び迂回運行を行います。交通渋滞により、

大幅な到着遅延が予想されますのでご注意ください。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって変更する場合があります。

【津高営業所】　各地 → 岡山駅・天満屋

7：45～15：15 交通規制

路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

【津高営業所】　岡山駅・天満屋 → 各地

路　　線 運 行 内 容 停 車 し な い バ ス 停

11月12日日 

岡電バスの運休・迂回運行等のお知らせ

国立病院

半田山ハイツ

辛香口・免許センター

交通規制に関するお問い合わせ おかやまマラソン実行委員会事務局  TEL：086-226-7905お問い合わせ 岡電バス  津高営業所  TEL： 086-253-7678 http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

岡山放送前のみ乗降なし

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

岡山駅～番町口までノンストップ　この間、特別ダイヤで運行

岡山駅～番町口までノンストップ　この間、特別ダイヤで運行

岡山駅～番町口までノンストップ　この間、特別ダイヤで運行

岡山放送前のみ乗降なし

津島新道/武道館前～済生会病院前を替道運行　[岡山駅西口止]となります

津島新道/武道館前～済生会病院前を替道運行　[岡山駅西口止]となります

津島新道/武道館前～済生会病院前を替道運行　[岡山駅西口止]となります

南方交番前～岡山駅までノンストップ

南方交番前～岡山駅までノンストップ

南方交番前～岡山駅までノンストップ

7：40～14：40は特別ダイヤで運行【岡大入口～済生会病院前（180号側）を替道運行】　

11：00～13：40は特別ダイヤで運行[岡山駅西口止]となります

7：50～14：45は特別ダイヤで運行【済生会病院（180号側）～岡大入口を替道運行】　

[岡山駅西口始発] となります。

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

[岡山駅西口始発] となります。

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

[岡山駅西口始発] となります。

済生会病院（180号側）～武道館前を替道運行

岡山放送前

済生会病院前（53号側）、清心町、スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

済生会病院前（53号側）、清心町、スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

済生会病院前（53号側）、清心町、スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

錦町、両備前、農業会館前、天満屋、ＮＴＴ岡山前、柳川、県民局入口

錦町、両備前、農業会館前、天満屋、ＮＴＴ岡山前、柳川、県民局入口

錦町、両備前、農業会館前、天満屋、ＮＴＴ岡山前、柳川、県民局入口

岡山放送前

済生会病院前（53号側）、清心町、スポーツセンター前、岡山放送前

武道館口、新野、岡山大学筋、岡山放送前、スポーツセンター前、清心町、済生会病院前（53号側）、跨線橋東、駅前町、岡山駅、岡山駅前、ＮＴＴ岡山前、天満屋

武道館口、新野、岡山大学筋、岡山放送前、スポーツセンター前、清心町、済生会病院前（53号側）、跨線橋東、駅前町、岡山駅、岡山駅前、ＮＴＴ岡山前、天満屋

武道館口、新野、岡山大学筋、岡山放送前、スポーツセンター前、清心町、済生会病院前（53号側）、跨線橋東、駅前町、岡山駅、岡山駅前、ＮＴＴ岡山前、天満屋

番町口、県民局入口、柳川、ＮＴＴ岡山前、天満屋、田町２丁目、柳町１丁目、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前

番町口、県民局入口、柳川、ＮＴＴ岡山前、天満屋、田町２丁目、柳町１丁目、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前

番町口、県民局入口、柳川、ＮＴＴ岡山前、天満屋、田町２丁目、柳町１丁目、イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前

岡山放送前、スポーツセンター前、清心町

跨線橋東、岩田町、岡山駅

天満屋、ＮＴＴ岡山前、岡山駅前、岡山駅、西川緑道公園、岡ビル前、跨線橋東、済生会病院前（53号側）、清心町

スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

天満屋、ＮＴＴ岡山前、岡山駅前、岡山駅、西川緑道公園、岡ビル前、跨線橋東、済生会病院前（53号側）、清心町

スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

天満屋、ＮＴＴ岡山前、岡山駅前、岡山駅、西川緑道公園、岡ビル前、跨線橋東、済生会病院前（53号側）、清心町

スポーツセンター前、岡山放送前、岡山大学筋、新野、武道館口

三野

妙善寺

理科大学東門

岡山理科大学（岡山大学経由）

中央病院・津高営業所

辛香口・免許センター

半田山ハイツ

国立病院

 三野

妙善寺

理科大学東門

岡山理科大学（岡山大学経由）

中央病院・津高営業所 

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜部分運休＞

＜運休＞

＜運休＞

天満屋発 6:55、7:12

天満屋発 7:38 

天満屋発 8:01～8:35

天満屋発 8:59～10:12

天満屋発 10:50～14:53

天満屋発 8:23、9:24

天満屋発 11:35、14:01

岡山駅発 8:25～14:06

岡山駅発 8:13～14:23

岡山駅発 8:38～14:40

岡山駅西口発 7:20

岡山駅西口発 7:40～14:55

＜運休＞となり、代わりに【岡山駅西口発 13：10】を運行　＜運休＞ 岡山駅西口発 12:30、13:25

国立病院発 7:59、8:56

本村発 7:24～8:42

免許センター発 9:25

三野発 8:29～14:38

妙善寺発 8:17～14:21

理科大学東門発 8:02～14:05

岡山理科大学発 7:40～14:50

津高営業所発 10:35～14:25
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