
岡山駅→西大寺駅・ＢＣ→西宝伝→⑰犬島→④豊島家浦→④直島宮浦→⑱小豆島土庄 　　ＪＲ電車

Okayama     Saidaiji Nishi-Hoden Inujima Port  Teshima Ieura Naoshima Miyanoura ShodoshimaTonosho
　　（両備バス・東備バス・ＪＲ）　　　　　（あけぼの丸）　　　（四国汽船）　　　　　（四国汽船）  　　　　 （小豆島急行フェリー）  あけぼの丸

両備バス28.5.1改正 JR28.3.26改正 四国汽船28.3.1改正 ST=Railway　Ｓｔａｔｉｏｎ
バス会社などCompany JR 両備バス 両備バス 両備バス 両備バス JR 両備バス JR 両備バス JR 両備バス BS=Bus Station
行き先、方面 Direction 赤穂線 西大寺行 西宝伝行 西宝伝行 西大寺行 赤穂線 西宝伝行 赤穂線 西大寺行 赤穂線 西大寺行 BC=Bus Center
岡山駅 Okayama ST     発 路線Ａ 9:25 9:07 9:52 11:52 11:47 12:23 12:32 13:55 13:27 16:56 16:47 P=Port
　10分毎400円 　　↓ 　　↓ 天9:58 天11:58 　　↓ 　　↓ 天12:38 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 両備バス　岡山－西大寺は昼間
西大寺BC Saidaiji BS   着 　　↓ 9:42 　　↓ 　　↓ 12:22 　　↓ 　　↓ 　　↓ 14:02 　　↓ 17:22 　１０分毎の高頻度運行です
　　　　乗換 Change 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　　乗換 西大寺で宝伝久々井線乗換
西大寺BC Saidaiji BS　 発 　　↓ 10:00 　　↓ 　　↓ 12:45 　　↓ 　　↓ 　　↓ 14:20 　　↓ 17:30 ＪＲ赤穂線　昼間約３０分毎運行
　　　　↓ 路線Ｂ 　　↓ 東備バス 　★ 　★★ 東備バス 　　↓ 　★★ 　　↓ 東備バス 　　↓ 東備バス

西大寺駅　 Saidaiji ST  着 9:42 10:05 　　↓ 　　↓ 12:50 12:41 　　↓ 14:11 14:25 17:15 17:35 ○ 精錬所休館日は休み
西大寺駅　 Saidaiji ST  発 　　240円 10:05 　　↓ 　　↓ 12:50 　　240円 　　↓ 　　240円 14:25 　　240円 17:35 ▲　土日祝日は運休 Okayama    Inujima/Teshima/Shodoshima
　　　　↓510円 路線Ｂ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　▲ NPO法人・公共の交通ラクダ(RACDA)監修
西宝伝　    Nishi-Hoden着 10:34 10:40 12:40 13:27 13:20 14:54 18:04 岡山駅ー西宝伝直行便 750円
西宝伝港　Nishi-Hoden P発 6:25 8:00 11:00 13:00 13:45 15:15 17:00 18:30 ★、★★=瀬戸内国際芸術祭期間臨時便　直行便　岡山駅・天満屋-西宝伝
   ⑰　↓300円 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　○ 　　↓ 日曜運休 犬島⇔豊島⇔直島 　　　　期間中３／２０－４／１７、７／１８－９／４、１０／８－１１／６
犬島港　　 Inujima        着 6:35 8:10 11:10 13:10 13:55 15:25 17:10 18:40 □会期中は時間変更 　　　　ＧＷ４／２９－５／１、５／３－５、９月連休９／１７－１９　　のみ運行
運行会社など 四国汽船 四国汽船 小豆島急 小豆島急 四国汽船 四国汽船 四国汽船 四国汽船 小豆島急  豊島美術館・精錬所休館日は運休 ★=芸術祭期間外臨時便　直行便　岡山駅・天満屋-西宝伝　750円
犬島港　　 Inujima　　    発 10:25 10:25 10:35 12:40 13:00 13:10 15:20 15:45 16:30 ■会期外に運行 　　　　４月～１１月の土・日・祝日（但し4/29～5/1、5/3～5、9/17～19を除く）
　④　↓1230円 会期外 会期中 　　↓ 　　↓ 会期外 会期中 会期外 会期中 　　↓ 　3/1-11/30　火曜日運休 ☆犬島航路はあけぼの丸
豊島家浦港Teshima   着 Ieura Port 　　↓ 10:50 　　↓ 　　↓ 13:25 13:35 15:45 16:10 　　↓ 　12/1-2月末　火・木運休 （086-947-0912）
豊島家浦港Teshima   発 Ieura Port 　　↓ 10:55 　　◎ 　　◎ 13:35 13:40 15:55 16:15 　　◎ 犬島⇔小豆島土庄港 定員８０名大人300円子供半額
　④　↓ 620円 　　■ 　□ 　　↓ 　　↓ 　　■ 　□ 　　■ 　□ 　　↓ ◎会期中に運行、休館日運休 貸切運航、1-10名では4000円
直島宮浦港 Naoshima着 Miyanoura P 11:02 11:17 　　↓ 　　↓ 13:57 14:02 16:17 16:37 　　↓ それ以上１名追加毎に400円
　⑱　↓1200円 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　ＲＡＣＤＡ 日没後～22時は5000円
小豆島土庄港Shodoshima着 Tonosho Port 11:00 13:05 16:55 22時以降深夜は6000円
犬島ー直島1850円 ☆犬島・精錬所美術館の休館日は火曜日 http://benesse-artsite.jp/art/seirensho.html

西宝伝ー犬島 あけぼの丸（086-947-0912）80人乗、積残増便 四国汽船（犬島ー豊島ー直島） 087-892-3104（直島）要予約 ☆宝伝港からタクシーを予約
両備バス　086-232-2116 http://www.ryobi-holdings.jp/bus/ http://www.shikokukisen.com/ 新光タクシー 086-943-1500 山南交通 086-942-5656
 西大寺⇔西宝伝は東備バスが運行、0869-34-2049 小豆島急行フェリー (小豆島・土庄ー犬島)　高速船75人乗 岡山交通 086-943-5111 平和タクシー 086-943-6161
　 ◎　瀬戸内国際芸術祭開催期間中に運行   0879-62-0875 下電タクシー 086-943-2345 大同タクシー 0869-34-4545

⑱小豆島土庄⇒④直島宮浦→④豊島家浦→⑰犬島→西宝伝ＢＣ→西大寺ＢＣ→岡山駅 　　両備バス

Shodoshima Tonosho   Naoshima Miyanoura Teshima Ieura    Inujima Port Nishi-Hoden    Saidaiji 　Okayama

 （小豆島急行フェリー）　　　　　　（四国汽船）　　　　（四国汽船）　　（あけぼの丸）　　（両備バス・。東備バス・ＪＲ）
★多客時、犬島から帰る場合、積み残されると接続バスに乗り遅れる可能性があります。早めに桟橋までお越しください。
　　岡山直行便は、バス停が３００ｍ北に変更になったため、西宝伝港到着後まっすぐ北に向かってください。現地に地図設置
小豆島土庄港Shodoshima発 Tonosho Port 10:05 12:10 16:00
　⑱　↓1200円 　　↓ 　　↓ 　　↓
直島宮浦港 Naoshima着 Miyanoura Port 9:20 　　↓ 　　↓ 11:55 12:10 14:35 14:45 　　↓
　④　↓ 620円 □ ■ 　　↓ 　　↓ 　■ 　□ 　■ 　□ 　　↓
豊島家浦港Teshima   着 Ieura Port 9:42 　　◎ 　　◎ 12:17 12:32 　　↓ 15:07 　　◎ 　　四国汽船
豊島家浦港Teshima   発 Ieura Port 9:50 　　↓ 　　↓ 12:25 12:40 　　↓ 15:15 　　↓
　④　↓ 1230円 　　↓ 　　↓ 　　↓ 会期外 会期中 会期外 会期中 　　↓
犬島港　　 Inujima        着 10:15 10:30 12:35 12:50 13:05 15:12 15:40 16:25 ■犬島モデルコース(岡山駅から日帰り)
運行会社など 四国汽船 小豆島急 小豆島急 四国汽船 四国汽船 四国汽船 四国汽船 小豆島急 宝伝港11:00→11:10犬島港→精錬所美術館(60分)12:30→昼食(45分)→
犬島港　　 Inujima　　    発 6:40 8:20 11:15 13:20 14:00 15:35 17:15 18:45 →家プロジェクト(60分)14:15→島内散策・休憩→犬島港15:35→15:45宝伝港
　⑰　↓300円 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　○ 　　↓ 日曜運休 　　　精錬所美術館は1時間程度、家プロジェクト全部には1時間強は必要
西宝伝港 Nishi-Hoden P発 6:50 8:30 11:25 13:30 14:10 15:45 17:25 18:55 ■犬島・豊島モデルコース(岡山駅から日帰り)
西宝伝　    Nishi-Hoden着 8:47 11:32 13:37 13:50 15:52 16:05 17:55 宝伝港11:00→11:10犬島港→精錬所美術館(45分)12:10→家プロジェクト(45分)→
　　　　↓510円 路線Ｂ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓  犬島精錬所美術館 →犬島港13:10→13:35豊島家浦港・見学14:10→14:25豊島美術館(30分)15:23→
西大寺駅　 Saidaiji ST  着 9:23 　　240円 12:00 　　240円 14:05 　　↓ 　　240円 16:20 　　240円 　　↓ 　　↓ →15:28唐櫃港・見学→唐櫃港18:20→家浦港18:40→19:19宇野港
西大寺駅　 Saidaiji ST  発 9:23 9:43 12:00 12:12 14:05 　　↓ 14:42 16:20 16:36 　　↓ 　　↓ ■女木島・男木島モデルコース(岡山駅から日帰り・マリンライナー利用)
　　　　↓ 路線Ｂ 東備バス 　　↓ 東備バス 　　↓ 東備バス ★★ 　　↓ 東備バス 　　↓ 　★ ★★ 岡山駅8:40→9:39高松10:00→10:20女木島・見学(100分)12:20→
西大寺BC Saidaiji BS   着 9:29 　　↓ 12:06 　　↓ 14:11 　　↓ 　　↓ 16:26 　　↓ 　　↓ 　　↓ →12:40男木島・昼食・散策(180分)17:00→17:40高松18:40→19:33岡山駅
　　　　乗換 Change 　　　乗換 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　↓ 　　　乗換 　　↓ 　　↓ 　　↓
西大寺BC Saidaiji BS　 発 9:30 　　↓ 9:40 12:10 　　↓ 14:20 　　↓ 　　↓ 16:30 　　↓ 　　↓ 　　↓
　10分毎400円 路線Ａ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 天14:45 　　↓ 　　↓ 　　↓ 天17:00 18:50
岡山駅　Okayama ST   着 10:07 10:06 10:17 12:47 12:32 14:57 14:50 15:02 17:07 16:54 17:05 18:55
バス会社などCompany 両備バス JR 両備バス 両備バス JR 両備バス 両備バス JR 両備バス JR 両備バス 両備バス

行き先、方面 Direction 岡山駅行 赤穂線 岡山駅行 岡山駅行 赤穂線 岡山駅行 岡山駅行 赤穂線 岡山駅行 赤穂線 岡山駅行 岡山駅行

犬島へは公共交通で 
交通  犬島への高速船の出ている、西宝伝港には、最大１００台程度の駐車場しか
ありません。また高速船も８０人のりで、積み残しが出た場合は、増便もします。 
飲食・宿泊   しかし犬島現地には、十分な飲食施設がありません。ピーク時には食
料、飲料持参を。宿泊地もほとんど無し。岡山・牛窓などでの宿泊を考えてください。 

医療   犬島には医療機関はありません。夏場は日射病に気をつけましょう。 
住民との融和   人口４７人の犬島、ほとんどが高齢者です。むやみに住民の敷地
に立ち入らないよう、配慮をお願いします。                     ＲＡＣＤＡ 

NO4 岡山⇔犬島・豊島・小豆島 

２０１６年７月１８日 夏版 

西宝伝→⑰犬島 など、犬島関係全ルートではフェリー乗り放

両備バスの岡山駅ー天満屋ー西大寺バスセンター線は 

  昼間10分に1本と頻繁に運行しています。 

ＪＲ赤穂線は岡山ー西大寺間は昼間約３０分毎に運行。 

岡山駅バスのりば 

 西大寺行  ⑩番 

 西宝伝行  ⑩番 

http://benesse-artsite.jp/art/seirensho.html
http://www.ryobi-holdings.jp/bus/
http://www.shikokukisen.com/

