
事前のご予約は不要です。金沢駅発→各ホテル行きのシャトルバスをご利用のお客様は、
出発時刻までに金沢駅西口のシャトルバス乗車場所（団体バス乗降場）までお越しくださいませ。

For those who are taking the shuttle bus from Kanazawa Station, please come to the bus stop at the west side of

《下記は2023年6月30日(金)までの時刻表です。※6月3日(土)を除く》

6月3日(土)は百万石まつり開催に伴い、金沢市内で交通規制が実施される為、一部の便が運休となります。

ご利用のお客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

金沢白鳥路 ホテル山楽

THE HOTEL

SANRAKU

KANAZAWA

金沢駅 → 金沢駅 金沢白鳥路 ホテル山楽

THE HOTEL

SANRAKU

KANAZAWA
出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

到着時刻

Arr. Time
→

出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

9:00 9:10 9:30 → 9:40 10:00 10:10
10:00 10:10 10:30 → 10:40 11:00 11:10
11:00 11:10 11:30 → 11:40 12:00 12:10
12:00 12:10 12:30 → 12:40 13:00 13:10
13:00 13:10 13:30 → 13:40 14:00 14:10
14:00 14:10 14:30 → 14:40 15:00 15:10
15:00 15:10 15:30 → 15:40 16:00 16:10
16:00 16:10 16:30 → 16:40 17:00 17:10

※17:00 ※17:10 17:30 → 17:40 18:00    18:10 (終点)

 ※各ホテル発⇒金沢駅行きバスの最終便は、17:00、17:10でございます。
―ご案内―
・無料シャトルバス便は、ホテルをご利用のお客様のみご利用いただけます。
・各便定員によりご乗車いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
・出発時間になりましたら出発いたします。
・天候・路面状況により、出発・到着時刻が変更になる場合がございます。
・運行内容は予告なく変更になる場合がございます。
―Notice－
・This service is available for hotel guests only.
・Due to passenger capacity, the service may not be available to all.
・The shuttle will depart at the scheduled time.
・Please be informed that shuttle bus service is subject to weather and traffic situation,
    and time table may change without prior notice.

シャトルバス時刻表

the station before departure time (No reservation required).

各ホテル→金沢駅行き

Hotel to Kanazawa Station

金沢駅→各ホテル行き

Kanazawa Station to Hotel

Kanazawa Hyakumangoku Festival will be held on June 3rd. Due to the traffic restriction, there will be

some changes in the schedule on that day.



事前のご予約は不要です。金沢駅発→各ホテル行きのシャトルバスをご利用のお客様は、
出発時刻までに金沢駅西口のシャトルバス乗車場所（団体バス乗降場）までお越しくださいませ。
For those who are taking the shuttle bus from Kanazawa Station, please come to the bus stop at the west side of

6月3日(土)は百万石まつり開催に伴い、金沢市内で交通規制が実施される為、一部の便が運休となります。

ご利用のお客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

金沢白鳥路 ホテル山楽

THE HOTEL

SANRAKU

KANAZAWA

金沢駅 → 金沢駅 金沢白鳥路 ホテル山楽

THE HOTEL

SANRAKU

KANAZAWA
出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

到着時刻

Arr. Time
→

出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

出発時刻

Dep. Time

9:00 9:10 9:30 → 9:40 10:00 10:10
10:00 10:10 10:30 → 10:40 11:00 11:10
11:00 11:10 11:30 → 11:40 12:00 12:10

※12:00 ※12:10 12:30 → 12:40 13:00    13:10 (終点)

 ※各ホテル発⇒金沢駅行きバスの最終便は、12:00、12:10でございます。

―ご案内―
・無料シャトルバス便は、ホテルをご利用のお客様のみご利用いただけます。
・各便定員によりご乗車いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
・出発時間になりましたら出発いたします。
・天候・路面状況により、出発・到着時刻が変更になる場合がございます。
・運行内容は予告なく変更になる場合がございます。

―Notice－
・This service is available for hotel guests only.
・Due to passenger capacity, the service may not be available to all.
・The shuttle will depart at the scheduled time.
・Please be informed that shuttle bus service is subject to weather and traffic situation,
    and time table may change without prior notice.

2023年6月3日(土) シャトルバス時刻表

the station before departure time. (No reservation required).

各ホテル→金沢駅行き

Hotel to Kanazawa Station

金沢駅→各ホテル行き

Kanazawa Station to Hotel

Kanazawa Hyakumangoku Festival will be held on June 3rd. Due to the traffic restriction, there will be

some changes in the schedule on that day.


