
バス時刻表

大会シャトルバス

6666 月月月月 11114444 日日日日((((金金金金))))

往路： 香林坊 8:10 → 金沢駅前 8:30

→ 大会会場 9:30

復路： 大会会場 19:10 → 金沢駅前 20:10

→ 香林坊 20:30

6666 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))

往路： 香林坊 7:30 → 金沢駅前 7:50

→ 大会会場 8:50

復路１： 大会会場 18:20

→ 懇親会会場 19:00

復路２： 大会会場 18:20

→ 懇親会会場 19:00

→ 金沢駅前 19:20

→ 香林坊 19:40

6666 月月月月 11116666 日日日日((((日日日日))))

往路： 香林坊 7:30 → 金沢駅前 7:50

→ 北陸先端大 8:50

復路１： 大会会場 17:30 → 金沢駅前 18:30

(→ 香林坊 18:50 希望がある場合のみ)

復路２： 大会会場 17:30 → 小松駅 18:20

→ 小松空港 18:40

空港連絡特急バス

往往往往路路路路：小松空港発、北陸先端科技大着。羽田

からの次の到着便に合わせ、到着後 10 分で

発車します。乗り場はエアーターミナルビル

前０番、「加賀産業道路経由金沢工業大学ゆ

き」に乗車下さい。乗車の際に、乗務員に北

陸先端科技大で降りたい旨、お伝え下さい。

JAL 141 （8: 45着予定）

ANA 751 （9: 40着予定）

JAS 263 （12: 00着予定）

ANA 757 （16: 45着予定）

JAL 147 （19: 00着予定）

ANA 759 （20: 30着予定）

復復復復路路路路：大学の正門を入り、右に曲がるとバス

乗り場があります。鶴来駅行きの JAIST バ

スも同じ停留所を利用しますので、お間違え

なきようご注意下さい。

北陸先端科技大 小松空港

7: 13 7: 50

8: 18 8: 55

10: 53 11: 30

14: 43 15: 20

17: 28 18: 05

18: 48 19: 25



JAISTバス

往往往往路路路路：北陸鉄道石川線鶴来駅前から発車しま

す。終点は北陸先端科技大で、大会会場の石

川ハイテク交流センターはその一つ前の駅で

す。

運行日 鶴来駅 石 川 ハ イ

テ ク （ 会

場）

北 陸 先 端

科技大

平日のみ 　7:03 　7:13 　7:14

　7:40 　7:50 　7:51

　8:16 　8:26 　8:27

土曜のみ 　8:48 　8:58 　8:59

平日のみ 　8:49 　8:59 　9:00

平日・日・祝日 　9:20 　9:30 　9:31

毎日 　10:04 　10:14 　10:15

　11:04 　11:14 　11:15

　12:04 　12:14 　12:15

　13:04 　13:14 　13:15

　14:04 　14:14 　14:15

　15:04 　15:14 　15:15

平日のみ 　16:05 　16:15 　16:16

毎日 　16:42 　16:52 　16:53

平日のみ 　17:14 　17:24 　17:25

土・日・祝日 　17:31 　18:41 　17:42

平日のみ 　17:45 　17:55 　17:56

　18:18 　18:28 　18:29

毎日 　18:52 　19:02 　19:03

平日・土曜 　19:51 　20:01 　20:02

日・祝日のみ 　20:23 　20:33 　20:34

平日・土曜 　20:55 　21:05 　21:06

毎日 　21:27 　21:37 　21:38

平日のみ 　22:46 　22:56   22:57

復復復復路路路路：大会会場の石川ハイテク交流センター

前、県道沿いの停留所でお待ち下さい。鶴来

駅が終点です。

運行日 北 陸 先 端

科技大

石 川 ハ イ

テク

鶴来駅

平日のみ 　6:45 　6:46 　6:56

　7:20 　7:21 　7:31

　7:55 　7:56 　8:06

土曜のみ 　7:55 　7:56 　8:06

平日のみ 　8:31 　8:32 　8:42

日・祝日のみ 　8:45 　8:46 　8:56

平日のみ 　9:04 　9:05 　9:15

土曜のみ 　9:15 　9:16 　9:26

平日のみ 　9:35 　9:36 　9:46

日・祝日のみ 　9:45 　9:46 　9:56

毎日 　10:19 　10:20   10:30

　11:19 　11:20 　11:30

　12:19 　12:20 　12:30

　13:19 　13:20 　13:30

　14:19 　14:20 　14:30

　15:19 　15:20 　15:30

平日のみ 　16:25 　16:26 　16:36

毎日 　16:57 　16:58 　17:08

平日のみ 　17:29 　17:30 　17:40

毎日 　18:03 　18:04 　18:14

平日のみ 　18:33 　18:34 　18:44

毎日 　19:07 　19:08 　19:18

平日・土曜 　20:06 　20:07 　20:17

日・祝日のみ 　20:39 　20:40 　20:50

平日・土曜 　21:11 　21:12 　21:22

毎日 　21:55 　21:56 　22:06

平日のみ 　23:01 　23:02 　23:12


