
 

 

   

 

 

 

２０２１年４月２６日 

 

４月 29 日（木・祝）から一部列車の運休及び行先変更を行います 
 

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：秦雅夫）では、政府の緊急事態宣言の発

出及び沿線自治体からの協力要請を受け、これに対応するとともに、相互直通運転を実施してい

る山陽電気鉄道株式会社（以下「山陽」という。）及び近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」と

いう。）におけるダイヤ変更にも対応するため、４月２９日(木・祝)から、本線、神戸高速線、

阪神なんば線の一部列車の運休及び行先変更を行います。 

なお、武庫川線のダイヤに変更はありません。 

ご利用のお客さまにはご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。ダイヤ変更の概要は、次のとおりです。 

 

１ 実施期間 

  ２０２１年４月２９日（木・祝）から沿線自治体（大阪府・兵庫県）を対象とした緊急事

態宣言が解除されるまでの間（予定） 

  ※期間内の全日とし、平日ダイヤ、土休日ダイヤそれぞれで次の変更を行います。 

   

２ 実施内容 

（１）平日ダイヤ 
  ・山陽、近鉄との直通列車について、次のとおり運休及び行先変更を行います。 
   ① 山陽との直通列車の運休及び行先変更（本線・神戸高速線） 
   

 
 

② 近鉄との直通列車の行先変更（阪神なんば線） 
 
 
 
 
 

始発駅 発時刻 種別 行先 始発駅 発時刻 種別 行先

尼崎 23:50 普通 東花園 尼崎 23:50 普通 大阪難波 行先変更

尼崎 24:00 普通 東花園 尼崎 24:00 普通 大阪難波 行先変更

現行 変更後
備考

始発駅 発時刻 種別 行先 始発駅 発時刻 種別 行先

大阪梅田 23:00 直通特急 山陽姫路 大阪梅田 23:00 直通特急 東二見 行先変更

大阪梅田 23:20 特急 山陽須磨 大阪梅田 23:20 特急 東須磨 行先変更

阪神神戸三宮 23:16 S特急 山陽姫路 阪神神戸三宮 23:16 S特急 高砂 行先変更

高速神戸 23:04 普通 飾磨 高速神戸 23:04 普通 東二見 行先変更

高速神戸 23:24 普通 高砂 高速神戸 23:24 普通 東二見 行先変更

高速神戸 23:44 普通 東二見 高速神戸 23:44 普通 山陽須磨 行先変更

山陽姫路 22:06 普通 阪急神戸三宮 山陽姫路 22:06 普通 東須磨 行先変更

阪急神戸三宮 24:10 普通 山陽須磨 - - - - 運休

現行 変更後
備考



（２）土休日ダイヤ 
  ・大阪梅田発尼崎行き急行について、次のとおり運休します。 

（尼崎発大阪梅田行き急行は通常通り運転します。） 
    ① 大阪梅田発尼崎行き急行１２列車の運休（本線） 

   
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
・山陽、近鉄との直通列車について、次のとおり運休及び行先変更を行います。 
② 山陽との直通列車の運休及び行先変更（本線・神戸高速線） 

 

③ 近鉄との直通列車の行先変更（阪神なんば線） 
 

 
 
                    

以 上 

 
 

始発駅 発時刻 種別 行先 始発駅 発時刻 種別 行先

大阪梅田 11:13 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 11:33 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 11:53 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 12:13 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 12:33 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 12:53 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 13:13 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 13:33 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 13:53 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 14:13 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 14:33 急行 尼崎 - - - - 運休

大阪梅田 14:53 急行 尼崎 - - - - 運休

現行 変更後
備考

始発駅 発時刻 種別 行先 始発駅 発時刻 種別 行先

尼崎 23:50 普通 東花園 尼崎 23:50 普通 大阪難波 行先変更

尼崎 24:00 普通 東花園 尼崎 24:00 普通 大阪難波 行先変更

現行 変更後
備考

始発駅 発時刻 種別 行先 始発駅 発時刻 種別 行先

大阪梅田 23:00 直通特急 山陽姫路 大阪梅田 23:00 直通特急 東二見 行先変更

大阪梅田 23:20 特急 山陽須磨 大阪梅田 23:20 特急 東須磨 行先変更

高速神戸 23:19 S特急 山陽姫路 高速神戸 23:19 S特急 高砂 行先変更

高速神戸 23:04 普通 飾磨 高速神戸 23:04 普通 東二見 行先変更

高速神戸 23:26 普通 高砂 高速神戸 23:26 普通 東二見 行先変更

高速神戸 23:49 普通 東二見 高速神戸 23:49 普通 山陽須磨 行先変更

山陽姫路 22:06 普通 阪急神戸三宮 山陽姫路 22:06 普通 東須磨 行先変更

阪急神戸三宮 24:10 普通 山陽須磨 - - - - 運休

現行 変更後
備考


