
 　 ※但し，交通事情等により遅延等が発生する場合があります。

シャトルバス
乗降場所

五福
キャンパス

五福
キャンパス

便数 発 着 発 着 発 着 発 着 発 着 発 着 発 着

１便   6：15   7：00   7：01   7：05   7：06   7：10   7：15   7：19   7：20   8：20

２便   7：35   7：59   8：00   8：25

３便 18：15 19：00 19：01 19：05 19：06 19：10 19：12 19：16 19：17 20：15

４便 18：25 18：49 18：50 19：15

 　 ※Time Table below are subject to be late for any traffic congestion.

Bus stop Gofuku
Campus

Gofuku
Campus

Number of Bus dep. arr. dep. arr. dep. arr. dep. arr. dep. arr. dep. arr. dep. arr.

1st Bus Service   6：15   7：00   7：01   7：05   7：06   7：10   7：15   7：19   7：20   8：20

2nd Bus Service   7：35   7：59   8：00   8：25

3rd Bus Service 18：15 19：00 19：01 19：05 19：06 19：10 19：12 19：16 19：17 20：15

4th Bus Service 18：25 18：49 18：50 19：15

2022年3月28日現在  

As of 2022/3/28    

１．運行期間　　２０２２年４月１２日(火)　～　８月９日(火)
　　運休日　　　土日祝，６月１３日（月）
　　※但し、緊急の行事実施や大学休業等により，ダイヤ変更・運休する場合があります。

２０２２年度　前学期シャトルバス運行ダイヤ

２．Time Table　

高岡
キャンパス

ローソン高岡
守護町一丁目店

杉谷
キャンパス

Takaoka
 Campus

Lawson
Takaoka Shugomashi

1-Chome

Sugitani
Campus

２．運行ダイヤ　　下記のとおり

前
学
期
　
月
曜
日
～
金
曜
日
ダ
イ
ヤ

Time Table for Bus Service during First Semester
１．Service Period: Tue.12 April - Tue.9 Augest 2022
    Not Service Day：Saturday,Sunday and Public Hollidays，Mon.13 June 2022
　 ※These Time Tables are subject to be changed or suspended due to any emergencies or other causes.
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Sugitani
Campus

Aeon
Takaoka store(Ejiri)

Seven-Eleven
Takaoka Yonejima

杉谷
キャンパス

イオン高岡店(江尻)
セブン‐イレブン

高岡米島店

○シャトルバスの乗車定員は，感染症対策のため，運

転手を除いて28名（通常の50%）です。

○シャトルバス乗車時は，カードリーダーに学生証を

かざしてください。

学生証を忘れた場合は，運転手に申し出てください。

○学生証はシャトルバス到着前に用意し，スムーズな

乗車をお願いします。

○シャトルバス乗車中やシャトルバス乗場では，エチ

ケットやマナーを守りましょう。

シャトルバス乗降場所

五福キャンパス
…共通教育棟Ａ棟前

杉谷キャンパス
…附属病院前

高岡キャンパス
…Ａ棟前

〇バス乗車時は，必ずマスクを着用願います。

マスクの着用が無い場合は，乗車をお断りします。

〇乗車中は，不要不急の会話を厳禁とします。

〇乗車前後は、必ず手洗い・手指の消毒を行ってくだ

さい。

ご協力願います

○Bus can carry up to 28 

passengers(excluding driver). 

No extra passengers are allowed to 

board if it exceeds the fixed number.

○When boarding the bus, please put your 

student ID  card over the card reader. 

If you have forgotten your ID card, 

please report it to the driver.

○Please prepare your ID card before the 

bus arrives and get a smoothly.

○Please observe the manners while on 

the bus and at the bus stop.

○Please wear a mask when boarding the 

bus.

If you do not wear a mask, you will not be 

allowed boarding.

○Unnecessary and non-urgent 

conversations while boarding are strictly 

prohibited.

○Please wash and sanitize your hands 

before and after boarding.

Attention
Bus Stop in Each 

Campus

Gofuku Campus

… in front of General Education 

BLDG.A

Sugitani Campus

… in front of University Hospital

Takaoka Campus 

… in front of Bldg.A


	【掲載用】2022年度前期シャトルバス運行ダイヤ

