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快速 ※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略、列番を書きましたので、ＪＲ時刻表などと併せてご覧下さい。
区間快速 ※奈良電（佐保信）～奈良間の回送列番は省略しています。
普通 ※大和路線に直通する列車で、環状線内の列番は異なりますが、同時に記入しています。
回：回送 森ノ宮→森電＝森ノ宮止内回り終着／森電→城公園＝大阪城公園始発
臨：臨時
不：不定期 内：環状内回り 天：天王寺時点の時刻 ←ゆめ咲線内限定

出区 時刻 入区 時刻 外：環状外回り ←ゆめ咲線直通列車（列番E）
車両 咲：ゆめ咲線内（列番Eについてはゆめ咲線直通列車）
運用番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

◆２０１・１０３系森ノ宮車（平日） 今改正から、日中の運行パターンが複雑になっている模様ですので、天王寺１０時台の発時刻を記入します。
→環状線日中運行 ↓天王寺時点内回り発時刻

17M 京橋内 6:11 王寺 内1325 内1345 内1365 内1383 内1407 2423E 1462E 外1476 外2490 内1509 内1523 内1539 内1553 内1567 内1585 内1601 2454Y 454Y 481K 482K 回
天9:47 ↑奈良→王寺

04M 森電→城公園 5:33 ＪＲ難波１番奥 外1308 外1328 外2354 内1363 内1381 内1405 内1421 2459E 1474E 外1488 外2502 2519E 2534E 外1548 外1566 外1582 外1596 外1612 外2630 2470Y 470Y 139K 回
天9:44 奈良→ＪＲ難波（環状一周の場合があり）↑

32M 森電→城公園 6:05 京橋外 22:58 外1322 外1344 外1366 外1382 外2394 内1425 内1463 2477E 1492E 外1506 外2520 2537E 1552E 外1568 外1584 外1600 外1614 外1632 外1646 外2700 2701E 2728E
天9:55 ↑以降注意、天王寺21:40-54

10M 京橋内 5:45 京橋外 0:29 内2317 外1334 外1358 外2376 内1389 内1411 内1451 内1467 内1481 2495E 1510E 外1524 外2538 内1557 2571E 1588E 外1604 外2616 2462Y 462Y 487Y 2487Y 外1740 外2752
天10:06

03M 天王寺11（1番） 4:50 京橋外 17:19 内1303 内1319 内1335 内1353 内1371 内1393 内1413 2453E 1468E 外1482 外2496 内1515 内1529 2543E 1564E 外2580 京橋 2609E 1628E 外1644 外1658 外2712
京橋内 18:37 京橋外 22:03 天10:09 17:19-18:37

↓これ以降は推測
15M 王寺 京橋外 20:44 回 回 2307K 310K 343Y 2343Y 内1455 内1469 内1485 内1499 2513E 1528E 外1542 外2560 内1581 内1597 内1613 2629E 2648E 京橋 2653E 2710E 内1715 内2729 外2750

京橋内 20:56 京橋外 0:22 ↑王寺→ＪＲ難波→柏原 天10:15 20:44-20:56

16M 京橋内 5:42 京橋外 19:17 内1315 内2333 外2348 内1359 内1377 内1399 内1417 内1457 2471E 1486E 外1500 外2514 内1533 内1547 内1561 内1575 2593E 咲726 咲725 2618E 森電
天10:25 19:17↑

↓天王寺時点外回り発時刻
35M 京橋内 4:53 京橋外 19:27 内1301 内1311 内1329 内1349 内1367 内2387 外1406 外2422 2465E 1480E 外1494 外2508 内1527 内1541 2555E 1574E 外1592 外1608 外2622

天9:53
09M 大阪外 4:56 森ノ宮→森電 23:49 外1302 外1314 外2338 内1351 内1369 2391E 1410E 外1452 外2466 2483E 1498E 外1512 外2526 内1545 内1559 内1573 内1591 内1607 内1623 内1637 内1651 内1667 内1707 内1721 内2735 回2735

天10:02 天10:51
02M 森電→城公園 6:40 天王寺11（1番） 0:27 外1340 外1362 外1380 外1392 外1412 外2454 内1473 内1487 内1503 内1517 2531E 2546E 内1563 内1579 内1595 内1611 内1627 内1641 内1655 内1669 内1709 内1723 内1739 内2737 内2747

天10:08 大阪→内→天王寺間の列番↑
33M 森電→城公園 5:56 森ノ宮→森電 22:56 外1318 外1342 外2364 内1373 内2395 外2414 内1461 内1475 2489E 1504E 外1518 外2532 内1551 内1565 内1583 内1599 2615E 1634E 外1650 外2702 内1703 内2717 回2717

天10:10 天10:35
36M 森電→城公園 7:07 天王寺14（３番） 0:31 外1350 外1370 外1386 外1396 外1418 外1458 外2472 内1491 内1505 内1521 内1535 2549E 咲708 咲707 1578E 外1594 外1610 外1626 外1640 外1656 外1708 外1724 外1736 外2748

天10:22 天13:04
34M 京橋外 4:55 京橋外 22:14 外1300 外1310 外1330 外1356 外1374 外1388 外1402 外1420 外2460 内1479 内1493 2507E 1522E 外1536 外2550 内1569 内1587 内1603 内1617 2633E 2652E 京橋 2659E 2714E

天10:31 20:58-21:19
08M 森電→城公園 6:16 大阪内 0:40 外1326 外1352 外2372 内1385 2409E 1450E 外1464 外2478 内1497 内1511 2525E 1540E 外1556 外1572 外1590 外1606 外1620 外2636 2647E 京橋 1704E 外2718 内1731 内2745

天10:42 20:12-20:36

12M 京橋内 6:38 京橋外 23:33 内1337 内1355 内1375 内1397 2415E 1456E 外1470 外2484 2501E 1516E 外1530 外1544 外1562 外2576 内1589 内1605 2456Y 456Y 483Y 2483Y 外1726 外2738
天11:03 天17:27 天17:32

→環状線日中運行（日中のパターンが異なるもの）
→朝夜大和路線走行

14M 大阪外 5:06 王寺 外1304 外2320 内1339 内1357 2324Y 324Y 回 王寺
↑奈良→王寺

06M 京橋内 5:15 天王寺12（２番） 0:17 内1305 内1321 内1341 2314Y 314Y 奈良電確定 449Y 2449Y 外1624 外1638 外1654 外1706 外1720 外1734 外2746

18M 王寺 京橋外 22:38 回 回 2315K 316K 奈良電確定 445Y 2445Y 内1625 2639E 2660E 京橋 2665E 2722E
王寺→ＪＲ難波→柏原↑ 21:21-21:37

11M 京橋内 7:04 森ノ宮→森電 0:02 内1347 2318Y 318Y 回 ＪＲ難波推測 428K 461Y 2461Y 内1643 内1657 内1671 内1711 内1725 内2739 回2739
↑奈良→ＪＲ難波

05M ＪＲ難波１番奥 京橋外 23:55 ＪＲ難波→柏原→ 回 2323K ＪＲ難波確定 432K 471K 464K 485Y 2485Y 外1732 外2744

→朝のみの充当
01M 森電→城公園 5:45 京橋外 8:51 外1312 外1336 外1360 外1378 外2390

31M 天王寺14（３番） 4:55 京橋外 10:01 外1306 外1324 外1346 外1368 外2384 2401E 2416E

→朝夜のみの充当（不規則パターン）
07M 天王寺12（２番） 5:09 森ノ宮→森電 9:50 内1307 内1323 内1343 内1361 内1379 内1403 内2419 森電 2577E 2598E 内1619 内1635 内1649 内1665 内1663 内1705 内1719 内2733 外2754

京橋内 17:13 京橋外 0:36

→夜のみの充当
13M 森電→城公園 16:10 京橋外 18:25 外1554 外1570 外1586 外2602 京橋 2621E 2642E 内1661 内1673 内1713 内1727 内2741

京橋内 19:14 大阪内 0:20 18:25-19:14 ↑20:40 ↑21:07

→６両編成
61M 桜島 京橋外
62M 京橋内 桜島 日中は２編成２運用の折返し（62Mと64M）です。
63M 桜島 京橋外 61Mと63Mのみ、朝のみの充当です。
64M 京橋内 桜島 詳細の記入は省略します。
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◆運用順 ◆森ノ宮車運用、停車駅一覧 区間快速 快速 普通

▼大和路線運用有 駅名 営業 駅間 線路形態 駅順 ホーム 待避 正式線名
出区 時刻 入区 時刻 キロ キロ 対応両 可否 愛称線名

01M 森電→城公園 5:45 京橋外 8:51 かも （関）加茂 単線 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車
02M 森電→城公園 6:40 天王寺11（1番） 0:27 きづ 木津 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車
03M 天王寺11（1番） 4:50 京橋外 17:19 ならやま 平城山 ８両 関西線 大和路線 停車 停車

京橋内 18:37 京橋外 22:03 なら 奈良 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車
04M 森電→城公園 5:33 ＪＲ難波１番奥 こおりやま （関）郡山 ８両 関西線 大和路線 停車 停車
05M ＪＲ難波１番奥 京橋外 23:55 やまとこいずみ 大和小泉 ８両 関西線 大和路線 停車 停車
06M 京橋内 5:15 天王寺12（２番） 0:17 ほうりゅうじ 法隆寺 ８両 関西線 大和路線 停車 停車
07M 天王寺12（２番） 5:09 森ノ宮→森電 9:50 おうじ 王寺 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車

京橋内 17:13 京橋外 0:36 さんごう （関）三郷 ６両 関西線 大和路線 ┃ 停車
08M 森電→城公園 6:16 大阪内 0:40 かわちかたかみ 河内堅上 ６両 関西線 大和路線 ┃ 停車
09M 大阪外 4:56 森ノ宮→森電 23:49 たかいだ 高井田 ６両 関西線 大和路線 ┃ 停車
10M 京橋内 5:45 京橋外 0:29 かしわら （関）柏原 ８両 ○ 関西線 大和路線 ┃ 始発停車 停車
11M 京橋内 7:04 森ノ宮→森電 0:02 しき 志紀 ６両 関西線 大和路線 ┃ ┃ 停車
12M 京橋内 6:38 京橋外 23:33 やお 八尾 ６両 関西線 大和路線 ┃ ┃ 停車
13M 森電→城公園 16:10 京橋外 18:25 きゅうほうじ 久宝寺 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車 停車

京橋内 19:14 大阪内 0:20 かみ 加美 ６両 関西線 大和路線 ┃ ┃ 停車
14M 大阪外 5:06 王寺 ひらの 平野 ６両 ○ 関西線 大和路線 ┃ ┃ 停車
15M 王寺 京橋外 20:44 とうぶしじょうまえ 東部市場 ６両 関西線 大和路線 ┃ ┃ 停車

京橋内 20:56 京橋外 0:22 てんのうじ 天王寺 複々線 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車 停車
16M 京橋内 5:42 京橋外 19:17 しんいまみや 新今宮 複々線 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車 停車
17M 京橋内 6:11 王寺 いまみや 今宮 複々線 ８両 関西線 大和路線 停車 ┃ 停車
18M 王寺 京橋外 22:38 じぇいあーるなんば ＪＲ難波 ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車 停車

▼環状線内限定 おおさか 大阪 0.0 1.0 ０１ ８両 大阪環状線 停車 停車
31M 天王寺14（３番） 4:55 京橋外 10:01 ふくしま （環）福島 1.0 1.4 ０２ ８両 大阪環状線 停車 停車
32M 森電→城公園 6:05 京橋外 22:58 のだ 野田 2.4 1.2 ０３ ８両 大阪環状線 停車 停車
33M 森電→城公園 5:56 森ノ宮→森電 22:56 にしくじょう 西九条 3.6 1.6 ０４ ８両 ○ 大阪環状線 停車 停車
34M 京橋外 4:55 京橋外 22:14 べんてんちょう 弁天町 5.2 1.8 ０５ ８両 大阪環状線 停車 停車
35M 京橋内 4:53 京橋外 19:27 たいしょう 大正 7.0 1.2 ０６ ８両 大阪環状線 停車 停車
36M 森電→城公園 7:07 天王寺14（３番） 0:31 あしはらばし 芦原橋 8.2 0.6 ０７ ８両 大阪環状線 停車 停車

いまみや 今宮 8.8 1.2 複々線 ０８ ８両 大阪環状線 停車 停車
▼ゆめ咲線６両編成 しんいまみや 新今宮 10.0 1.0 複々線 ０９ ８両 ○ 関西線 大和路線 停車 停車
61M 桜島 京橋外 てんのうじ 天王寺 11.0 1.0 複々線 １０ ８両 ○ 大阪環状線 停車 停車
62M 京橋内 桜島 てらだちょう 寺田町 12.0 1.2 １１ ８両 大阪環状線 停車 停車
63M 桜島 京橋外 ももだに 桃谷 13.2 0.8 １２ ８両 大阪環状線 停車 停車
64M 京橋内 桜島 つるはし 鶴橋 14.0 0.9 １３ ８両 大阪環状線 停車 停車

たまつくり 玉造 14.9 0.9 １４ ８両 大阪環状線 停車 停車
もりのみや 森ノ宮 15.8 0.9 １５ ８両 大阪環状線 停車 停車

おおさかじょうこうえん 大阪城公園 16.7 0.8 １６ ８両 大阪環状線 停車 停車
きょうばし 京橋 17.5 1.8 １７ ８両 大阪環状線 停車 停車

さくらのみや 桜ノ宮 19.3 0.8 １８ ８両 大阪環状線 停車 停車
てんま 天満 20.1 1.6 １９ ８両 大阪環状線 停車 停車
おおさか 大阪 21.7 ０１ ８両 大阪環状線 停車 停車


