2020.07.03 10:00現在
（赤文字は本日更新分）

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う高速バス・リムジンバス・定期観光バス 運休措置
Cancel the bus due to coronavirus(COVID-19) 【ShinkiBus】

いつも神姫バスをご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響により、下記の路線において運休等が発生しております。
ご利用予定のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご賢察のほどお願いいたします。
路線

愛称名

Route

姫路・加古川・神戸三宮・三田～渋谷・新宿

備考

Operation Status

プリンセスロード
○
7/9運行再開

Himeji/Kakogawa/Kobe-Sannomiya/Sanda～Shibuya/Shinjuku(Tokyo)

姫路・加古川～関西国際空港

運行状況

リムジンバス

Himeji/Kakogawa~KIX

△
一部運休

（7/8まで）全便運休
（7/9から）姫路・新宿発とも夜出発便より全便運行
(7月2日(木)10:00より予約受付開始)
（7/14まで）全便運休
（7/15から当面の間）
姫路駅
4:55発,5:50発,6:50発※
関西国際空港T2 9:37発,17:32発,20:32発
※姫路駅6:50発便のみ加古川駅に停車いたしません

上記便のみ運行(7月1日(水)9:00より予約受付開始)
姫路～大阪伊丹空港

リムジンバス

Himeji～ITM

△
一部運休

（7/14まで）全便運休
（7/15から当面の間）
姫路駅
5:40発,6:40発,7:45発,11:55発,
14:00発,16:00発
伊丹空港 9:20発,11:30発,14:35発,16:35発,
19:05発,20:35発
上記便のみ運行（予約不要）

姫路～鳥取

プリンセスバード

Himeji~Tottori

姫路～神戸三田アウトレット・有馬温泉

太閤ライナー

Himeji~Kobe-Sanda Premium Outlets/Arima Onsen

神戸空港・神戸三宮～USJ・大阪南港

○
6/12運行再開

予約不要

×
全便運休
（6/18まで）全便運休
（6/19～7/2）
三宮
8:00発、8:15発◆、8:30発、9:00発、9:30発、
10:00発、10:30発◆、11:00発、14:45発◆、
15:45発、17:00発

大阪ベイサイドライン

UKB/Kobe-Sannomiya～Universal Studios Japan/Osaka-PortTown

USJ

9:00発●、10:00発、11:00発、16:00発◆、
17:00発、18:05発、18:30発◆、19:05発
南港
12:05発､17:05発
●:平日限定便
◆:土日祝限定便
上記便のみ運行(予約不要)
△
一部運休

（7/3から当面の間）
三宮
8:00発、8:15発◆、8:30発、9:00発、9:30発、
10:00発、10:30発◆、11:00発、14:45発◆、
15:45発、17:00発
USJ

9:00発●、10:00発、11:00発、16:00発◆、
17:00発、18:05発、18:30発◆、19:05発、
19:30発◆、20:10発、20:50発◆、21:10発
南港
12:05発､17:05発
●:平日限定便
◆:土日祝限定便
上記便のみ運行(予約不要)
神戸三宮～岡山・倉敷

（6/18まで）全便運休
（6/19～7/22）
三宮
8:10発、16:30発◆、18:30発

ハーバーライナー

Kobe-Sannomiya～Okayama/Kurashiki

○
6/19～一部再開
7/23～全便再開

倉敷駅
岡山駅

7:25発◆、15:50発
9:20発

◆:土日祝限定便

上記便のみ運行(6月8日(月)9:30より予約受付開始)
（7/23～） 全便運行再開
上記運行便以外のご予約は7/3(金)9:00より受付開始
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路線

愛称名

Route

神戸三宮～広島

運行状況

備考

Operation Status

△
一部運休

（6/11まで）全便運休
（6/12から当面の間）
三宮
7:20発,16:30発
広島BC 7:45発,16:40発

△
一部運休

（6/11まで）全便運休
（6/12から当面の間）
三宮
8:00発,16:10発(※)
出雲市駅 7:25発,15:25発
※三宮 16:10発のみ6/13から運行再開。

ハーバーライナー

Kobe-Sannomiya～Hiroshima

上記便のみ運行(6月2日(火)9:00より予約受付開始)
神戸三宮～松江・出雲

ポート・レイク

Kobe-Sannomiya～Matsue/Izumo

上記便のみ運行(6月1日(月)10:00より予約受付開始)
神戸三宮～松山

ハーバーライナー

Kobe-Sannnomiya～Matsuyama

○
6/19～一部再開
7/17～全便再開

（6/18まで）全便運休
（6/19～7/16）
三宮
8:15発、10:30発、14:20発、18:20発
松山室町 5:40発、9:40発、15:00発、17:30発
上記便のみ運行(6月5日(金)9:00より予約受付開始)
（7/17～）
全便運行再開（6月22日(月)9:00より予約受付開始）

神戸三宮～高知

（6/18まで）全便運休
（6/19～7/16）
三宮
7:35発、9:35発
高知桟橋 15:43発、17:33発

ハーバーライナー

Kobe-Sannomiya～Kochi

○
6/19～一部再開
7/17～全便再開

新神戸・神戸三宮～徳島

ハーバーライナー

Shin-Kobe/Kobe-Sannomiya～Tokushima

USJ・新神戸・神戸三宮～高松

○
7/1～全便再開

上記便のみ運行(6月5日(金)9:00より予約受付開始)
（7/17～）
全便運行再開（6月22日(月)9:00より予約受付開始）
※繁忙期特定便を除く

予約受付中
（6/11まで）全便運休
（6/12～7/3）
新神戸 9:50発,11:50発,13:50発,14:40発,17:15発
三宮 19:05発

ハーバーライナー

Universal Studios Japan/Shin-Kobe/Kobe-Sannomiya～Takamatsu

高松駅 6:15発,7:45発,11:15発,16:15発,18:15発,
19:45発
上記便のみ運行(6月5日(金)9:00より予約受付開始)

△
一部運休

（7/3から当面の間）
新神戸 6:50発※,8:50発※,9:50発,10:50発※,11:50発,
12:50発※,13:50発,14:40発,15:50発※,
16:50発※,17:15発
三宮 19:05発
高松駅 5:35発※,6:15発,7:45発,8:45発※,11:15発,
12:15発※,14:15発※,16:15発,17:15発※,
18:15発,19:05発※,19:45発
上記便のみ運行
(※追加運行再開便：6月24日(水)9:00より予約受付開始)

津山～大阪
Tsuyama～Osaka

中国ハイウェイバス
<大阪系統>

○
7/22～全便再開

※運休対象便(7/1～7/21)
【津山発】
8:30発◆（超特急）、15:30発（特急）、19:30発（急行）
【大阪発】
9:00発（特急）、14:30発（急行）、17:30発◆（超特急）
◆:土日祝限定便
※全便運行再開（7/22から）
・6/29(月)予約受付開始
・USJ 20:15発は当面の間、大阪駅 21:00発に変更して運行。
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路線

愛称名

Route

加西・西脇・社～大阪
Kasai/Nishiwaki/Yashiro～Osaka

運行状況

備考

Operation Status

中国ハイウェイバス
＜大阪系統＞
○
7/22～全便再開

※運休対象便(6/19～7/22)
【社車庫発】
11:42発、13:42発、19:12発
【大阪発】
8:30発、11:00発、16:00発
※全便運行再開（7/22から）
6/29(月)予約受付開始

津山～京都
Tsuyama～Kyoto

中国ハイウェイバス
＜京都系統＞

○

（7/21まで）全便運休
（7/22から）全便運行再開
※津山駅 6:50発のみ7/23から運行再開。

7/22～全便再開
6/29(月)予約受付開始

神戸三宮・学園都市～洲本，神戸三宮～西浦/福良
Kobe-Sannomiya~Awaji

山崎～神戸三宮
Yamasaki～Kobe-Sannomiya

ハーバーライナー
<淡路島各線＞
ウエスト神姫
山崎三宮線

△
一部運休

ダイヤ(一部運休)の詳細はこちらをご参照ください

※運休対象便（5/25から）
<平日＞通常通り運行
○
＜土日祝＞山崎6:40発、7:20発、8:30発、13:00発
5/25～一部再開
神戸三宮12:00発、16:45発、17:45発、18:50発

7/23～全便再開
（7/23から）平日・土日祝とも全便運行

新神戸・神戸三宮～阿波池田
Shin-Kobe/Kobe-Sannomiya～Awa-Ikeda

神戸三宮～城崎温泉
Kobe-Sannomiya～Kinosaki-Onsen

神戸三宮～湯村温泉/浜坂
Kobe-Sannomiya～Yumura-Onsen/Hamasaka

※四国交通
単独運行

※全但バス
単独運行

※全但バス
単独運行

△
一部運休

（6/4まで）全便運休
（6/5から当面の間）
新神戸16:30発，井川四交8:00発のみ運行
(5月25日(月)9:00より予約受付開始)

△
一部運休

（6/30まで）全便運休
（7/1から当面の間）
三宮17:30発，城崎温泉駅6:20発
上記便のみ運行(6月24日(水)9:00より予約受付開始)

△
一部運休

（7/1から当面の間）
三宮 16:30発、浜坂駅 7:01発
上記便のみ運行（予約受付中）
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