
塩尻 ⇒ 松本 ＪＲ篠ノ井線 時刻表 

※普通列車 240円、特急 1,310円 

12:06 発 12:24 着 (18 分) 松本行  

12:35 発 12:52 着 (17 分) 松本行  

12:55 発 13:04 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 9 号 

13:36 発 13:46 着 (10 分) 松本行 あずさ 13号 

13:42 発 14:00 着 (18 分) 松本行  

13:54 発 14:03 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 11号 

13:57 発 14:15 着 (18 分) 松本行  

14:10 発 14:27 着 (17 分) 長野行  

14:26 発 14:35 着 (9分)  松本行  スーパーあずさ 15 号 

14:54 発 15:03 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 13号 

15:02 発 15:18 着 (16 分) 松本行  

15:37 発 15:46 着 (9分)  松本行 あずさ 17号 

15:54 発 16:03 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 15号 

15:57 発 16:13 着 (16 分) 長野行  

16:24 発 16:41 着 (17 分) 松本行  

16:39 発 16:57 着 (18 分) 松本行  

16:55 発 17:04 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 17号 

17:14 発 17:31 着 (17 分) 長野行  

17:25 発 17:41 着 (16 分) 松本行  

17:38 発 17:48 着 (10 分) 松本行 あずさ 21号 

17:55 発 18:04 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 19号 

18:05 発 18:22 着 (17 分) 長野行  

18:25 発 18:34 着 (9分)  松本行 スーパーあずさ 23 号 

18:48 発 19:04 着 (16 分) 長野行  

18:54 発 19:10 着 (16 分) 松本行  

19:11 発 19:28 着 (17 分) 松本行  

19:36 発 19:45 着 (9分)  長野行 ワイドビューしなの 21号 

19:40 発 19:50 着 (10 分) 松本行 あずさ 25号 

19:43 発 20:00 着 (17 分) 松本行  

20:04 発 20:22 着 (18 分) 松本行  

20:11 発 20:27 着 (16 分) 松本行  

20:21 発 20:31 着 (10 分) 松本行 あずさ 27号 

20:33 発 20:42 着 (9分)  松本行 スーパーあずさ 29 号 

20:35 発 20:45 着 (10 分) 長野行 ワイドビューしなの 23号 

20:46 発 21:03 着 (17 分) 長野行  

21:25 発 21:42 着 (17 分) 松本行  

21:38 発 21:48 着 (10 分) 長野行 ワイドビューしなの 25号 

21:43 発 21:52 着 (9分)  松本行 あずさ 31号 

21:48 発 22:05 着 (17 分) 明科行  

22:09 発 22:26 着 (17 分) 松本行  

22:29 発 22:38 着 (9分)  松本行 スーパーあずさ 33 号 

22:34 発 22:52 着 (18 分) 松本行（始発）  

23:17 発 23:33 着 (16 分) 松本行  

23:22 発 23:38 着 (16 分) 松本行  

23:46 発 23:55 着 (9分)  松本行 あずさ 35号 



塩尻 ⇒ 上諏訪 ＪＲ中央本線(東京-塩尻) 時刻表 

※普通列車 410円、特急 1,480円 

12:08発 12:24着 (16分) 新宿行  あずさ 16号 

12:58発 13:19着 (21分) 小淵沢行  

13:11発 13:27着 (16分) 新宿行  スーパーあずさ 18号 

13:56発 14:12着 (16分) 新宿行  あずさ 20号 

14:16発 14:36着 (20分) 茅野行  

14:43発 15:04着 (21分) 塩山行  

14:58発 15:12着 (14分) 新宿行 スーパーあずさ 22号 

15:19発 15:39着 (20分) 上諏訪行  

15:27発 15:43着 (16分) 新宿行  あずさ 24号 

15:55発 16:14着 (19分) 新宿行  あずさ 26号 

16:12発 16:35着 (23分) 小淵沢行  

16:58発 17:18着 (20分) 大月行  

17:07発 17:22着 (15分) 新宿行 スーパーあずさ 28号 

17:19発 17:40着 (21分) 上諏訪行  

17:27発 17:44着 (17分) 千葉行  あずさ 30号 

17:37発 18:06着 (29分) 甲府行  

18:05発 18:27着 (22分) 上諏訪行  

18:29発 18:49着 (20分) 富士見行  

18:43発 18:59着 (16分) 新宿行 スーパーあずさ 32号 

18:53発 19:12着 (19分) 大月行  

19:19発 19:40着 (21分) 茅野行  

19:30発 19:45着 (15分) 新宿行 あずさ 34号 

19:52発 20:13着 (21分) 甲府行  

20:08発 20:25着 (17分) 新宿行 スーパーあずさ 36号 

20:54発 21:14着 (20分) 茅野行  

21:26発 21:48着 (22分) 小淵沢行  

22:27発 22:46着 (19分) 甲府行  

23:26発 23:48着 (22分) 上諏訪行  

 


