
日本ポリアミン学会第 10 回年会 交通案内 

 

★概要 

第 10回年会の学会会場の「山中温泉山中座」の最寄り駅は JR加賀温泉駅、最寄りの空港は小松空港で

す。小松空港からは路線バスと JRの乗り継ぎ、JR加賀温泉駅からは路線バスを用いて山中温泉に到着し

ます。路線バスは乗り継ぎが悪いことが多いため、これを補完する目的でポリアミン学会シャトルバス

（有料・予約制、予約フォーム：https://goo.gl/forms/jZCnj7tVXVFA8ofk2）を運行します。なお、ご予約は

12 月 5 日（水）までにお済ませいただきますようご協力お願いします。学会シャトルバスの定員は片道

合計 70 名ですので、乗り継ぎの良い場合は路線バスもご利用ください。 

山中温泉は JR 金沢駅よりも小松空港に近いために、飛行機が便利です。羽田空港から（片道 1 時間）

ですと、事前割引料金を用いると片道運賃が 10,000 円～15,000 円となり、新幹線利用（東京→金沢、片

道 2時間 30 分）と同程度となります。金沢市中心部で前泊・後泊をされるご予定の方は JR 金沢駅周辺が

便利ですが、北陸新幹線開業以降、ホテルが大変不足していますので、早めのご予約をお勧めします。 

 

タクシー利用 

小松空港⇔山中温泉（所要時間約 35 分、約 7,000 円） 

JR 加賀温泉駅⇔山中温泉（所要時間 20分、約 3,000 円） 

小松空港⇔JR小松駅（所要時間 10分、約 2,000 円） 

小松空港⇔JR加賀温泉駅（所要時間 25分、約 5,000 円） 
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★バス時刻表 

行き（12月 7日金曜日） 

バス名 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 料金 接続 

山代温泉経由 

山中温泉行 

（路線バス） 

JR 加賀温泉駅 

西出口 

2番乗り場 

11:30 山中温泉バス

ターミナル 

（学会会場か

ら徒歩 5分） 

12:01 420円 【小松空港から】10:30 小松空港着

JAL185便（羽田空港発）（＊JR加賀温泉

駅まで路線バス・JR を使ってお越しく

ださい a, b。） 

【金沢・小松方面から】11:20 JR加賀温

泉駅着「サンダーバード 18号（大阪行

き）」、11:25 JR加賀温泉駅着「各駅停車

（福井行き）」 

【大阪・名古屋方面から】11:22 JR加賀

温泉駅着「しらさぎ 3号（金沢行き）」 

ポリアミン学会 

シャトルバス A 

JR 加賀温泉駅 

西出口 
11:40 学会会場 

（山中座） 
12:00 500円 【羽田空港から】10:30 小松空港着

JAL185便（＊JR加賀温泉駅まで路線バ

ス・JRを使ってお越しください a, b。） 

【金沢・小松方面から】11:20 JR加賀温

泉駅着「サンダーバード 18号（大阪行

き）」、11:25 JR加賀温泉駅着「各駅停車

（福井行）」 

【大阪・名古屋方面から】11:22 JR加賀

温泉駅着「しらさぎ 3号（金沢行き）」、

11:32 JR加賀温泉着「サンダーバード 11

号（金沢行き）」 

山代温泉経由 

山中温泉行 

（路線バス） 

JR 加賀温泉駅 

西出口 

2番乗り場 

11:55 菊の湯前 

（学会会場か

ら徒歩 1分） 

12:29 420円 【大阪・名古屋方面から】11:32 JR加賀

温泉着「サンダーバード 11号（金沢行

き）」 

ポリアミン学会 

シャトルバス B 

JR 加賀温泉駅 

西出口 
12:30 学会会場 

（山中座） 
12:50 500円 【小松空港から】10:35 小松空港着

ANA3161便（仙台空港発）（＊JR加賀温

泉駅まで路線バス・JR を使ってお越し

ください a, b。） 

【金沢・小松方面から】12:13 JR加賀温

泉駅着「しらさぎ 8号（名古屋行き）」、

12:20 JR加賀温泉駅着「各駅停車（福井

行）」 

【大阪・名古屋方面から】12:22 JR加賀

温泉着「しらさぎ 5号（金沢行き）」 

ポリアミン学会 

シャトルバス C 

小松空港 11:50 学会会場 

（山中座） 
12:30 1,500円 【小松空港から】11:35 小松空港着

ANA753 便（羽田空港発）、10:35 小松空

港着 ANA3161便（仙台空港発） 

 

  



帰り（12月 8日土曜日） 

バス名 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 料金 接続 

ポリアミン学会 

シャトルバス D 

学会会場 

（山中座） 
14:40 JR 加賀温泉駅 

西出口 

15:10 500円 【小松空港へ】 16:40 小松空港発

ANA756便（＊小松空港まで JR・路線

バスを使ってお越しください。遅延が

なければ、一本後のシャトルバスでも

間に合います。） 

【金沢・小松方面へ】15:22 JR加賀温泉

駅発「しらさぎ 55号」 

【大阪・名古屋方面へ】15:21 JR加賀温

泉駅発「サンダーバード 30号」 

ポリアミン学会 

シャトルバス E 

学会会場 

（山中座） 
15:05 JR 加賀温泉駅 

西出口 

15:35 500円 【小松空港へ】 16:40 小松空港発

ANA756便（＊小松空港まで JR・路線

バスを使ってお越しください c。） 

【金沢・小松方面へ】15:45 JR加賀温泉

発「各駅停車（金沢行き）」 

【大阪・名古屋方面へ】15:45 JR加賀温

泉発「サンダーバード 32 号（大阪行

き）」、16:15 JR加賀温泉駅発「しらさぎ

62号（米原行き）」（一本後の路 

線バスでも間に合います。） 

加賀温泉駅行 

（路線バス） 

山中温泉 

バスターミナル

（学会会場から

徒歩 5 分） 

15:10 JR 加賀温泉駅 

西出口 

2番乗り場 

15:43 420円 【金沢・小松方面へ】16:02 JR加賀温泉

駅発「サンダーバード 25号（金沢行き） 

【大阪・名古屋方面へ】16:15 JR加賀温

泉駅発「しらさぎ 62号（米原行き）」 

加賀温泉駅行 

（路線バス） 

山中温泉 

バスターミナル

（学会会場から

徒歩 5 分） 

15:45 J JR 加賀温泉駅 

西出口 

2番乗り場 

16:16 420円 【金沢・小松方面へ】16:23 JR加賀温泉

駅発「しらさぎ 9号（金沢行き）」 

【大阪・名古屋方面へ】16:58 JR加賀温

泉駅発「サンダーバード 36号（大阪行

き）」 

ポリアミン学会 

シャトルバス F 

学会会場 

（山中座） 
16:35 JR 加賀温泉 

経由 

小松空港行 

17:05 

（JR加賀 

温泉駅着） 

500円 【金沢・小松方面へ】17:23 JR加賀温泉

発「しらさぎ 57号（金沢行き）」 

【大阪・名古屋方面へ】17:14 JR加賀温

泉駅発「しらさぎ 14号（名古屋行き）」、

17:21 JR加賀温泉駅発「サンダーバード

38号（大阪行き）」 

ポリアミン学会 

シャトルバス F 

学会会場 

（山中座） 
16:35 JR 加賀温泉 

経由 

小松空港行 

17:30 

（小松 

空港着） 

1,500円 【小松空港へ】 17:50 小松空港発 

JAL190便（羽田空港行き）、19:35 小松

空港発 ANA3164 便（仙台行き）、19:40 

小松空港発 ANA3189便（福岡行き） 

加賀温泉駅行 

（路線バス） 

菊の湯前 

（学会会場か

ら徒歩 1分） 

16:43 JR 加賀温泉駅 

西出口 

2番乗り場 

17:21 420円 【小松空港へ】 19:35 小松空港発

ANA3164 便（仙台行き）（＊小松空港

まで JR・路線バスを使ってお越しくだ

さい d。）、19:40 小松空港発 ANA3189

便（福岡行き）（＊小松空港まで JR・

路線バスを使ってお越しください d。） 

【金沢・小松方面へ】18:01 JR加賀温泉

駅発「サンダーバード 29 号（金沢行

き）」 

【大阪・名古屋方面へ】17:30 JR加賀温

泉駅発「各駅停車（敦賀行き）」、18:13 

JR 加賀温泉発「しらさぎ 64号（米原行

き）」 

学会終了（14時 30分）後、15 時 30分～16時 30分のスケジュールで、学会会場「山中座」にて「山中節 四季の

舞」が行われます。観覧料は、大人 700円です。隣接の「菊の湯」の入浴券付きの観覧チケットは 1,000円とお得です。 

  



★小松空港から路線バス・JR を使った乗り継ぎのご案内 

※スケジュールがタイトですので事前にオンラインチェックイン等をお使いください。 

 

行き（12月 7日金曜日） 

a 11:40 JR加賀温泉駅発のシャトルバス Aを使う際の小松空港から学会会場への乗り継ぎ 

（所要時間 1時間 30 分、総額 1,110 円） 
 

対象便 

10:30 小松着（羽田発）JAL185 便（小松空港で 10 分待ち） 

10:35 小松着（仙台発）ANA3161 便（小松空港で 5 分待ち） 
 
■小松空港      

｜  小松空港線［小松］(小松駅行)        

｜  10:40-10:52［12分］ 

｜  270円 

◇JR小松     ［15分待ち］ 

｜  北陸本線(福井行)   13.9km    

｜  11:07-11:25［18分］ 

｜  240円 

◇JR加賀温泉  ［15分待ち］ 

｜  ポリアミン学会シャトルバス A (山中座行)   10.0km    

｜  11:40-12:00［20分］ 

｜  500円 

■山中座（学会会場） 

※学会開始 13:00 

 

 

b12:30 JR加賀温泉駅発シャトルバス Bを使う際の小松空港から学会会場への乗り継ぎ 

（所要時間 2時間 20 分、総額 1,110 円） 
 

対象便 

10:30 小松着（羽田発）JAL185 便（小松空港で 1 時間 15分待ち） 

10:35 小松着（仙台発）ANA3161 便（小松空港で 1 時間 10 分待ち） 
 
■小松空港      

｜  小松空港線［小松］ (サイエンスヒルズこまつ行)        

｜  11:45-11:57［12分］ 

｜  270円 

◇小松駅/JR小松     ［10分待ち］ 

｜  北陸本線(福井行)   13.9km    

｜  12:07-12:20［13分］ 

｜  240円 

◇JR加賀温泉［10分待ち］ 

｜  ポリアミン学会シャトルバス B (山中座行)   10.0km    

｜  12:30-12:50［20分］ 

｜  500円 

■山中座（学会会場） 

※学会開始 13:00 

 

※11:35小松空港着 ANA753 便（羽田空港発）でご到着予定の方は、ポリアミン学会シャトルバス C（小松空港→学会会場

直通、所要時間 50分、1,500円）をご予約下さい。学会専用バスですので、飛行機の遅延に対応します。 



帰り（12月 8日土曜日） 

c15:05 学会会場発 シャトルバス Eを使った場合の小松空港への乗り継ぎ 

（所要時間 1時間 17 分、総額 1,110 円） 
 

対象便 

16:40 小松発・羽田行 ANA756 便（小松空港で 18分待ち） 

17:50 小松発・羽田行 JAL190 便（小松空港で 1時間 20分待ち） 
 
■山中座（学会会場） 

｜  ポリアミン学会シャトルバス E (JR 加賀温泉駅行)   10.0km 

｜  15:05-15:35［30分］ 

｜  500円 

◇JR加賀温泉      ［10分待ち］ 

｜  北陸本線(金沢行)   13.9km    

｜  15:45-15:57［12分］ 

｜  240円 

◇JR小松/小松駅     ［13分待ち］ 

｜  小松空港線［小松］ (航空プラザ前行)        

｜  16:10-16:22［12分］ 

｜  270円 

■小松空港 

 

 

d16:43 菊の湯前発 路線バスを使った場合の小松空港への乗り継ぎ 

（所要時間 1時間 49 分、総額 930 円） 
 

対象便 

19:35 小松発・仙台行き ANA3164 便（小松空港で 1 時間 3 分待ち） 

19:40 小松発・福岡行き ANA3189 便（小松空港で 1 時間 8 分待ち） 
 
■菊の湯前（学会会場より徒歩 1分） 

｜  加賀温泉駅行路線バス 10.0km 

｜  16:43-17:21［38分］ 

｜  420円 

◇JR加賀温泉    ［25分待ち］ 

｜  北陸本線(金沢行)   13.9km    

｜  17:46-17:59［13分］ 

｜  240円 

◇JR小松/小松駅     ［21分待ち］ 

｜  小松空港線［小松］(小松空港行)        

｜  18:20-18:32［12分］ 

｜  270円 

■小松空港 

 

※17:50 小松発・羽田行 JAL190 便をご利用の方は、ポリアミン学会シャトルバス F（所要時間 55分、1,500

円、小松空港で 20 分待ち）が便利です。 

 


