
2018年1月調査

名古屋方 塩浜・南四日市方
列車番号 着 発 終着 発 着 発駅 編成内容 種別 備考
6287 下1 0030 石油 専用
2083 0604 四日市止 下10 留置 コンテナ 高速
6361下本 0702 0705 港1入換 セメント 専用 予定臨
6287 0721 塩浜 石油 専用 予定臨

熊5263 下1 0733 石油 専用 土日運休
6360/港1 0751 0731 下2 港入換 セメント 専用 予定臨
熊5263 0808 塩浜 石油 専用 土日運休
8271 下2 0827 四日市止下5下3下8 押込み 下13 留置 石油 臨専用
6280 四日市止 0850 上1 塩浜 石油 専用 予定臨
入換 0925 上3 DE10 稲沢帰区 必要の都度

5363 0947 0948 港2入換 セメント 専用 0940 下3 コスモ返空
0947 下3 コスモ単機戻り

港2 1012 上2 港入換 セメント 専用 0948 下5 下4へ入換、下18→下20入換、下3留置
2085 下1 1023 四日市止 下18 押込み コンテナ 高速
8972 稲沢 1044 四日市発 上1 その他 臨専用 予定臨 1038 下3 コスモ単機
8071 1052 南四日市 コンテナ 臨高速 平日のみ 1047 下3 コスモ引き出し
5362 1102 セメント 専用 1051 下12 押込み　数両切り離し(8078列車分）

熊5282 1128 1106 上1 塩浜 石油 専用 土日運休 下13 押込み　切り離して留置
8070 四日市止 1157 上1 南四日市 コンテナ 臨高速 平日のみ 1155 下9 途中まで引き出し（183列車入換）
2089 下1 1225 四日市止 下21押込 下9連結 コンテナ 高速 下21 下17と連結　上1へ入換、下9留置
2080 1243 四日市発 上1 コンテナ 高速 1229 下9 下1連結（2089列車）→下17下18押込み
5365 下2 1247 1248 港3入換 セメント 専用
8284 1249 塩浜 その他 臨専用 ウヤ多？
入換 1300 連結　　　　　下13 1300 下3 コスモ単機
183 下1 1312 塩浜 その他 専用 日曜運休 1306 下3 コスモ引き出し
港3 1313 上2 港入換 セメント 専用 1315 下3 引き上げ　下2へ連結　下3留置
8079 下1 1328 四日市止 下4下3 押込み 石油 臨高速
5364 1333 セメント 専用
8284 1344 その他 臨専用 1351 下3 コスモ返空①
8380 1415 下2 四日市発 石油 臨専用 1357 下4 コスモ単機戻り

単8173 下1 1419 塩浜
5367 下1 1447 1449 港4入換 セメント 専用
港4 1512 下1 港入換 セメント 専用 1508 下4 コスモ返空②
8072 1540 1514 上1 石油 臨高速 1516 下3 コスモ単機戻り
5366 1545 セメント 専用 1553 下3 交検下8→上2　　　他入換
174 四日市止 1613 下1 その他 専用 日曜運休 1614 下1 174列車引取り→下9
6369下本 1659 1701 港5入換 セメント 専用 予定臨 下18 下17まとめて下1

下21 下1へ入換
下20 下21下18下19下17入換

1654 下3 コスモ単機
2084 1714 四日市発 下1 コンテナ 高速 1704 下3 コスモ引き出し
港5 1726 港入換 セメント 専用 下12 連結（10時51分押込み分）

熊8075下本 1732 1734 塩浜 石油 臨高速
6368 1811 セメント 専用 予定臨 1812 下12 引き上げ（8078列車入換）

熊6286 1835 下1 塩浜 石油 専用 下2 押込み
2088 1908 四日市発 コンテナ 高速

熊6286 2114 石油 専用
単2973 2134 四日市止
8078 2209 四日市発 石油 臨高速

単5383 2240 四日市止
8264 2257 四日市発 その他 臨専用 予定臨
8261 2330 四日市止 石油 臨専用 予定臨
8368 富田 2347 四日市発 その他 臨専用

赤：重連 赤黒：重連の場合あり 緑：石油タキ オレンジ：コンテナ

四日市駅　貨物時刻表　入換時刻入り

コスモ石油専用線・DE10入換


