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チャーターバス運行スケジュール及びバス乗り場
Time tables and bus stop map of the meeting-chartered shuttle buses

● 大会期間中、下記スケジュールで大会チャーターバスを運行します。
● During the annual meeting, chartered shuttle buses run as follows. 

大会チャーターバス（無料）の運行について　About meeting shuttle bus (free)

九大学研都市駅前
Kyudai-gakkentoshi Station

九大学研都市駅前
Kyudai-gakkentoshi Station

Ito Campus
九州大学伊都キャンパス

Ito Campus
九州大学伊都キャンパス

【3月26日（木）】
Thursday, 26th March
　7：00～12：00

【3月27日（金）】
Friday, 27th March
　7：00～12：00

【3月28日（土）】
Saturday, 28th March
　7：00～10：30

● 路線バスをご利用の際は、「3番乗り場」「4番乗り場」をご利用下さい。
● 「3番乗り場」をご利用の際は、「九大ビッグオレンジ」「九大理学部」「九大工学部」のいずれかのバス停で降車下さい。
● 「4番乗り場」をご利用の際は、「中央図書館」で降車下さい。

● Please take the bus at the 3rd or 4th stop (signposted for West or East zones Ito campus).
● If taking the bus from the  3rd stop (West zone bus), please get off at the stop at either「Kyudai Big Orange」, 
　「Kyudai Faculty of Science」 or 「Kyudai Faculty of Engineering」.
● If taking the bus from 4th stop (East zone bus), please get off at the stop at 「Central Library」.

※路線バスは、片道250円でご利用いただけます。交通系ICカードが利用できますので、事前のチャージにご協力下さい。

※The bus fare is 250 yen. Transportation IC cards can be used, so please charge IC cards before boarding the bus.

路線バスの運行について　About regular route service bus from Kyudai-Gakentoshi station

大会チャーターバスは、時間帯によっては、乗り切れない場合がございます。
その際は、路線バスをご利用いただくなど、ご対応いただきますよう、お願い致します。

大会チャーターバスでは、荷物は各自で座席までお持ちいただきます。
出来る限り、少ない荷物でのご利用をお願いします。（※バスのトランクでのお預かりは致しません）
All luggage must be carried on board with you in the chartered shuttle bus, as no storage in the trunk will be available.
So please bring as little luggage as possible as space will be limited inside the bus. 

The Meeting-chartered bus may be fully packed depending on the time. 
If the meeting bus is full, please use the regular route bus.

※運行間隔時間（目安）　Operation interval time (estimated)
　7：00～9：30　5分～10分間隔　／　9：30～　10分～20分間隔
　7：00～9：30  5～10 min intervals  ／　9：30～　10～20 min intervals

【3月26日（木）】
Thursday, 26th March
　15：00～18：00

【3月27日（金）】
Friday, 27th March
　15：00～18：30

【3月28日（土）】
Saturday, 28th March
　11：30～13：30

※運行間隔時間（目安）　Operation interval time (estimated)
　（3/26・27）15：00～16：00　10分～20分間隔　／　16：00～18：00　5分～10分間隔
　（3/28）　  11：30～13：00　5分～10分間隔
　（3/26・27）15：00～16：00　10～20 min intervals　／　16：00～18：00　5～10 min intervals
　（3/28）　 11：30～13：00　5分～10分間隔  5～10 min intervals

※3/27は、ミキサー参加者用に、19：15出発予定で別途バスを用意しています。
※For mixer participants on 27th March, a chartered bus departs at 19:15.
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