
無料シャトルバス 時刻表
2019年4月22日 更新／22 April, 2019 update

ご利用に際して
● 無料シャトル便は、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致します。
● 天候・路面状況により、発車・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。

【ホテル発→札幌駅着】
降車場所は札幌駅北口バスロータリーのみです。その他の場所では降車できません。
※４・５便のみ大通３丁目にも停車致します

Premier Hotel -TSUBAKI- Sapporo

Free Shuttle Service for Hotel Guests

police box

● This service is available for hotel guests only.
● Due to the 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.

Notice

【From Hotel→To Sapporo Station】
 Getting off stop will be Sapporo Station North Exit Bus Rotary only,
 Passenger cannot get off at any other place.
 *Only the 4th & the 5th service stop at Odori 3-chome

【From Sapporo Station→To Hotel】
 To go to parking space please cross the yellow pedestrian from cross walk Sapporo Station.
 (Crossing the Bus pool lane is prohibited)

［From JR Sapporo Stn. →To Hotel   Bus Stop］
 JR Sapporo Stn. North side Bus terminal
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【札幌駅発→ホテル着】
バスは無料シャトルバス乗車場所内で到着時に空いているスペースに駐車致します。
バス乗車場所への移動は札幌駅北口から黄色い横断歩道をご利用ください。
（路線バス待機場からバスレーンを横切ってバス乗車場所へ移動はできません）

［札幌駅発→ホテル着 バス乗車場所］
 札幌駅北口駅前広場バス待機場

バス入口
横断禁止

バス出口

JR 北海道
 札幌駅

無料シャトルバス
乗車場所（団体バス待機場）
バスは空きスペースに

駐車します
バスが到着するまで
こちらでお待ち下さい

路線バス待機場
こちらは無料シャトルバスの
乗車場所ではありません

バス降車場所
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大通３丁目停車

４・５便のみ大通３丁目にも停車致します
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Only the 4th & the 5th service stop at Odori 3-chome

2019年4月22日（月）～ ／ From 22 April, 2019  

レストランにお越しのお客様にも
お気軽にご利用いただけます


