
●行き

＜10月5日（金）＞　洞爺湖・とかち鹿追プレツアー→アポイ岳ＧＰプチ巡検

町名 停車場所 町内案内

様似 中央公民館前 14：30

エンルム岬 14：40

観音山 15：20

ビジターセンター 16：00

中央公民館前 17：00

●帰り

＜10月5日（金）＞　様似町（大会会場）から新ひだか町方面 ＜10月5日（金）＞　様似町（大会会場）からえりも町方面

様似 中央公民館前 17：30 様似 東様似生活館前 19：30

東様似生活館前 ↓ 19：30 アポイ山荘前 19：45

浦河 AERU前 17：50 19：50 えりも 田中旅館前　※3 20：10

ウエリントン前 ↓ ↓ 望洋荘前 20：40

中央旅館前 18：10 20：10 山水閣前 ↓

浦河イン前 18：15 20：15 柳田旅館前 20：50

ホテルイースト前　※1 18：20 20：20

新ひだか ホテルローレル前　※2 19：00 21：00

町名 停車場所
プレツアーの
み参加者

運営会議懇
親会参加者

運営会議懇
親会参加者

停車場所町名

無料シャトルバス時刻表（予約不要）

※3 えりも館に宿泊される方の降車場所も兼ねています。

※2 エクリプスホテル、シティホテル、ホテルアネックスイ

ンに宿泊される方の降車場所も兼ねています。

※1 ゲストハウスまさごに宿泊される方の降車場所も兼

ねています。



●行き

＜10月6日（土）＞　新ひだか町から様似町（大会会場）方面 ＜10月6日（土）＞　広尾町・えりも町から様似町（大会会場）方面

町名 停車場所 新ひだか 浦河 ＡＥＲＵ 町名 停車場所 広尾 えりも アポイ山荘

新ひだか ホテルローレル前　※1 08：00 広尾 むらかみ前 08：00

浦河 ホテルイースト前　※2 ↓ 08：10 東陽館前 08：05

浦河イン前 ↓ 08：15 えりも 柳田旅館前 ↓ 08：00

中央旅館前 ↓ 08：25 山水閣前 ↓ 08：05

ウエリントン前　※3 ↓ 08：35 望洋荘前 ↓ 08：15

AERU前 ↓ ↓ 08：10 田中旅館前　※4 ↓ 08：30

様似 中央公民館前 09：15 08：50 08：30 様似 アポイ山荘前 ↓ ↓ 08：15

中央公民館前 09：15 09：00 08：30

●帰り

＜10月6日（土）＞　様似町（大会会場）から新ひだか町方面 ＜10月6日（土）＞　様似町（大会会場）から広尾町方面

町名 停車場所 新ひだか 浦河 ＡＥＲＵ 町名 停車場所 広尾 えりも アポイ山荘

様似 中央公民館前 20：00 20：00 20：00 様似 中央公民館前 20：00 20：00 20：00

浦河 AERU前 ↓ ↓ 20：30 アポイ山荘前 ↓ ↓ 20：30

ウエリントン前　※3 ↓ 20：35 えりも 田中旅館前　※4 ↓ 20：40

中央旅館前 ↓ 20：40 望洋荘前 ↓ 20：50

浦河イン前 ↓ 20：45 山水閣前 ↓ 20：55

ホテルイースト前　※2 ↓ 20：50 柳田旅館前 ↓ 21：00

新ひだか ホテルローレル前　※1 21：30 広尾 東陽館前 21：25

むらかみ前 21：30

無料シャトルバス時刻表（予約不要）

※1 エクリプスホテル、シティホテル、ホテルアネックスインに宿泊される方の乗降場所も兼ねています。

※2 ゲストハウスまさごに宿泊される方の乗降場所も兼ねています。

※3 昇月旅館に宿泊される方の乗降場所も兼ねています。

※4 えりも館に宿泊される方の乗降場所も兼ねています。



●行き

＜10月7日（日）＞　新ひだか町から様似町（大会会場）方面 ＜10月7日（日）＞　広尾町・えりも町から様似町（大会会場）方面

町名 停車場所 新ひだか 浦河 ＡＥＲＵ 町名 停車場所 広尾 えりも アポイ山荘

新ひだか ホテルローレル前　※1 07：30 広尾 むらかみ前 07：30

浦河 ホテルイースト前　※2 ↓ 08：00 東陽館前 07：35

浦河イン前 ↓ 08：05 えりも 柳田旅館前 ↓ 07：30

中央旅館前 ↓ 08：15 山水閣前 ↓ 07：35

ウエリントン前　※3 ↓ 08：25 望洋荘前 ↓ 07：45

AERU前 ↓ ↓ 08：00 田中旅館前　※4 ↓ 08：00

様似 中央公民館前 08：45 08：40 08：20 様似 アポイ山荘前 ↓ ↓ 08：00
中央公民館前 08：45 08：30 08：20

無料シャトルバス時刻表（予約不要）

※1 エクリプスホテル、シティホテル、ホテルアネックスインに宿泊される方の乗車場所も兼ねています。

※2 ゲストハウスまさごに宿泊される方の乗車場所も兼ねています。

※3 昇月旅館に宿泊される方の乗車場所も兼ねています。

※4 えりも館に宿泊される方の乗車場所も兼ねています。



●行き ●帰り

＜10月6日（土）＞　【分科会①④⑥⑧】主会場から分科会会場（様小・様中） ＜10月6日（土）＞　【分科会①④⑥⑧】分科会会場（様小・様中）から主会場

町名 停車場所 分科会①⑥ 分科会④⑧ 町名 停車場所 分科会①⑥ 分科会④⑧

様似 中央公民館前 13：15 13：15 様似 様似中学校前 16：00

様似小学校前 13：25 ↓ 様似小学校前 16：00 ↓

様似中学校前 13：25 中央公民館前 16：10 16：10

＜10月6日（土）＞　【分科会⑤】主会場から分科会会場（幼児センター）

町名 停車場所 分科会⑤
様似 中央公民館前 13：30

（町内巡検） ↓
幼児センター前 14：50

●行き ●帰り

＜10月7日（日）＞　【分科会①④⑥⑧】主会場から分科会会場（様小・様中） ＜10月7日（日）＞　【分科会①④⑥⑧】分科会会場（様小・様中）から主会場

町名 停車場所 分科会①⑥ 分科会④⑧ 町名 停車場所 分科会①⑥ 分科会④⑧

様似 中央公民館前 09：15 09：15 様似 様似中学校前 12：30

様似小学校前 09：25 ↓ 様似小学校前 12：30 ↓

様似中学校前 09：25 中央公民館前 12：40 12：40

●行き
＜10月7日（日）＞　【分科会⑦】坂下町長によるミニ巡検

町名 停車場所 分科⑦
様似 中央公民館前 09：30

　（町内巡検） ↓
中央公民館前 12：30

無料シャトルバス時刻表（予約不要）
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