※平成30年3月1日出発分より、受付場所が下記に変更となります。

毎日運行

札幌発着 無料送迎バスのご案内

往路

復路

１４：００ 出発

１０：００ ホテル出発

◎片道所要時間 約50分

受付場所

札幌市中央区大通西４丁目 道銀ビル 地下1階
地下鉄 大通駅

“9番出口” 直結

受付

※バス乗り場はこちら
道銀ビル裏（南側）です
【地上からお越しの場合】
9番出口より
階段を降りて下さい

【地下からお越しの場合】
9番出口より
階段を上って下さい

代表者のみ受付にお越し下さい
指定席の座席券をお渡しします

【無料送迎バスご利用の注意点】
・車内は禁煙です。
・ペットを連れてのご乗車はできません。
・ご乗車に遅れそうな場合やバスのご利用をキャンセルする際、
ご人数の変更の際は、必ず事前にご連絡下さい。
・他のお客様の都合上、お待ち出来ず定刻に発車します。
その際は、お客様自己負担にて公共交通機関でお越し頂く事に
なりますので予めご了承下さい。
・復路のバス到着場所は大通西3丁目北洋ビル横となります。

【無料送迎バスご利用について】
・当バスは往復ともに事前にご予約が必要です。
・団体（11名様以上）でのご利用は基本的にお断りしております。
・当バスは直行直帰の為、途中乗降車はできません。
・ホテル行きのバスは、お座席を指定させて頂きます。
又、身体的理由などで前席をご希望の場合は事前に
お電話にてお申し出下さい。
★待合場所はご用意ありません。
★受付後にすぐバスにご乗車して頂く場合がございますので、受付前にお手洗い等をお済ませ下さい。

【予約・問い合わせ】 9：00～18：00

カラカミ観光(株)札幌予約センター

０１１-２２２-５２２２

※ A ｒeception place will be change in the following from March 1, 2018.

Everyday
Operation

KARAKAMI KANKOH CO，LTD

Guide to free shuttle bus departuring and arriving Sapporo.

Outward way

Departure time / 2:00pm

Return

Departure time from the hotel / 10:00am

◎Time required ： 50minutes

Reception
place

B1 Dogin bldg., Nishi 4 chome, Odori, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
Subway Odori Station “Exit 9” direct connection.

Reception
place

※The bus stop is backside
(south side)of Dogin bldg.
(It is here.)
【From the ground】
Please get off the stairs
from Exit 9.

【From underground】
Please go up the stairs
from Exit 9.

【About shuttle bus reservation】
・The bus is reservation-only.
・The bus is nonstop to the hotel.
・Each seat is specified.
If you prefer a front seat for any reasons, please ask us in advance.

★There is no waiting place.
★There is a case you may get on the bus immediately
after accepting, please finish the restroom before reception.

【 Reservation / Inquiry 】
■Toya Sunpalace Resort＆Spa
■Jozankei View Hotel

【Notes on use of shuttle bus service】
・Smoking is prohibited in the bus.
・If you have any changes or cancel your reservation,
please let us know by the previous day.
And if you will be late, please contact us as soon as possible.
・The shuttle bus leaves on time.
If you miss the shuttle bus,
you will come by public transport at your own expense.
・The return bus arrives at Hokuyo bldg., Nishi 3 chome, Odori.

E-mail： reserve@toyasunpalace.co.jp
E-mail： reserve@jozankeiview.com

