
無料シャトルバスのご利用は完全予約制となります。
金沢駅→ホテル着のバスをご利用のお客様はご利用の30分前、
ホテル→金沢駅着のバスをご利用のお客様はご利用の15分前までに
フロントスタッフまたはホテル代表（076-222-1212）へお申し付けください。
A reservation is required for a free shuttle bus.
Kanazawa Station → Hotel:
Please contact the front desk or 076-222-1212, 30 minutes before departure.
Hotel→Kanazawa Station:
Please contact the front desk or 076-222-1212, 15 minutes before departure.

※ホテル→金沢駅着のシャトルバスをご利用のお客様は整理券が
　必要となりますので、フロントにてお受け取りください。
※Please take a ticket at the reception
   when you get on the shuttle bus from hotel to Kanazawa station.

ホテル発 近江町市場 金沢駅着 金沢駅発 ホテル着

Hotel Omicho Market Kanazawa station Kanazawa station Hotel

1st 8:30 〇 9th 12:00

2nd 9:15 〇 10th 13:00

3rd 10:00 〇 11th 14:45

4th 10:45 ○ 12th 15:45

5th 11:30 ○

6th 12:30 ○

7th 14:15 ○

8th 15:15 ○

ご利用に際して　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●無料シャトルバス便は、当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。

●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 the time table may be affected by weather and traffic conditions.

●Time table is subject to change.

→
※金沢駅からホテル
まで約15分の所要
時間となります。

※上記は2021年7月1日（木）～7月31日(土)までの時刻表です。

※ホテルから金沢駅
まで約15分の所要
時間となります。

2021年7月　無料シャトルバス時刻表　

ホテル　→　近江町経由　金沢駅 金沢駅西口　→　ホテル

        　Hotel    Omicho Market・JR Kanazawa station      　 JR Kanazawa station    　   Hotel

→



無料シャトルバスのご利用は完全予約制となります。
金沢駅→ホテル着のバスをご利用のお客様はご利用の30分前、
ホテル→金沢駅着のバスをご利用のお客様はご利用の15分前までに
フロントスタッフまたはホテル代表（076-222-1212）へお申し付けください。
A reservation is required for a free shuttle bus.
Kanazawa Station → Hotel:
Please contact the front desk or 076-222-1212, 30 minutes before departure.
Hotel→Kanazawa Station:
Please contact the front desk or 076-222-1212, 15 minutes before departure.

※ホテル→金沢駅着のシャトルバスをご利用のお客様は整理券が
　必要となりますので、フロントにてお受け取りください。
※Please take a ticket at the reception
   when you get on the shuttle bus from hotel to Kanazawa station.

ホテル発 近江町市場 金沢駅着 金沢駅発 ホテル着

Hotel Omicho Market Kanazawa station Kanazawa station Hotel

1st 8:30 〇 9th 12:00

2nd 9:15 〇 10th 13:00

3rd 10:00 〇 11th 14:45

4th 10:45 ○ 12th 15:45

5th 11:30 ○

6th 12:30 ○

7th 14:15 ○

8th 15:15 ○

ご利用に際して　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●無料シャトルバス便は、当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。

●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 the time table may be affected by weather and traffic conditions.

●Time table is subject to change.

※ホテルから金沢駅
まで約15分の所要
時間となります。

→
※金沢駅からホテル
まで約15分の所要
時間となります。

※上記は2021年8月1日（日）～8月31日(火)までの時刻表です。

2021年8月　無料シャトルバス時刻表　

ホテル　→　近江町経由　金沢駅 金沢駅西口　→　ホテル

        　Hotel    Omicho Market・JR Kanazawa station      　 JR Kanazawa station    　   Hotel

→
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