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第58回全国自治体病院学会　シャトルバスのご案内

徳島駅前　➡　アスティとくしま

10 月 24日（木） 7：20～ 9：00の間、10分毎
 9：00～ 15：20の間、20分毎
10月 25日（金） 7：00～ 8：00の間、10分毎
 8：00～ 11：20の間、20分毎
※所要約 20分　　※交通状況により、遅れる場合があります。

アスティとくしま　➡　徳島駅前

10 月 24日（木） 13：00～ 18：00の間、20分毎
10月 25日（金） 10：00～ 16：00の間、20分毎
※所要約 20分　　※交通状況により、遅れる場合があります。

第 58回全国自治体病院学会での注意事項
１．「当日参加受付」及び「クローク」はアスティとくしまとなります。
　　「むらさきホール」には「当日参加受付」及び「クローク」がありませんのでご注意ください。
２．「むらさきホール」は飲食厳禁、「徳島文理大学」は敷地内禁煙となりますので
　　ご協力をお願いいたします。
３．「シャトルバス」は、むらさきホールで乗降出来ません。
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第58回全国自治体病院学会　シャトルバスのご案内

徳島阿波おどり空港前

10月24日 徳島阿波おどり空港　➡　アスティとくしま

 C-1 徳島阿波おどり空港 ➡ アスティとくしま JAL453 8：15 8：40 9：10

 C-2 徳島阿波おどり空港 ➡ アスティとくしま ANA281 10：10 10：30 11：00

 
C-3 徳島阿波おどり空港 ➡ アスティとくしま

 JAL455 
11：00 11：30 12：00

   JAL3563

 C-4 徳島阿波おどり空港 ➡ アスティとくしま JAL457 13：00 13：30 14：00

 便名 経路 航空便 到着時刻 空港出発時刻 アスティ到着時刻

10月25日　アスティとくしま　➡　徳島阿波おどり空港

 D-1 アスティとくしま ➡ 徳島阿波おどり空港 12：15 12：45 JAL458 13：45

 
D-2 アスティとくしま ➡ 徳島阿波おどり空港 14：00 14：30

 ANA284 15：20

     JAL460 15：30

 D-3 アスティとくしま ➡ 徳島阿波おどり空港 16：00 16：30 JAL462 17：30

 便名 経路 アスティ出発時刻 空港到着時刻 航空便 出発時刻
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第58回全国自治体病院学会　ホテル送迎バスのご案内

鳴門地区ホテル送迎バス

 便名 日付 経路 鳴門駅前 アスティとくしま

 Ｆ-1 10月24日㈭ 鳴門市ホテル ➡ アスティとくしま 11：15 12：00

 便名 日付 経路 アスティとくしま 鳴門駅前

 Ｆ-2 10月24日㈭ アスティとくしま ➡ 鳴門市ホテル 17：00 17：45

 便名 日付 経路 徳島駅前 鳴門駅前

 Ｆ-3 10月24日㈭ 徳島駅前（JRホテルクレメント徳島正面玄関） ➡ 鳴門市ホテル 20：45 21：30

 便名 日付 経路 鳴門駅前 アスティとくしま

 Ｆ-4 10月25日㈮ 鳴門市ホテル ➡ アスティとくしま 7：15 8：00

徳島グランヴィリオホテル送迎バス

 便名 日付 経路 徳島グランヴィリオホテル アスティとくしま

 H-1 10月24日㈭ 徳島グランヴィリオホテル ➡ アスティとくしま 11：50 12：00

 便名 日付 経路 アスティとくしま 徳島グランヴィリオホテル

 H-2 10月24日㈭ アスティとくしま ➡ 徳島グランヴィリオホテル 17：00 17：10

 便名 日付 経路 徳島駅前 徳島グランヴィリオホテル

 H-3 10月24日㈭ 徳島駅前（JRホテルクレメント徳島正面玄関） ➡ 徳島グランヴィリオホテル 20：45 20：55

 便名 日付 経路 徳島グランヴィリオホテル アスティとくしま

 H-4 10月25日㈮ 徳島グランヴィリオホテル ➡ アスティとくしま 7：50 8：00

阿南地区送迎バス

 便名 日付 経路 ホテルサンオーシャン ホテルルートイン阿南 アスティとくしま

 Ｇ-1 10月24日㈭ 阿南市ホテル ➡ アスティとくしま 11：05 11：10 12：00

 便名 日付 経路 アスティとくしま ホテルルートイン阿南 ホテルサンオーシャン

 Ｇ-2 10月24日㈭ アスティとくしま ➡ 阿南市ホテル 17：00 18：00 18：05

 便名 日付 経路 徳島駅前 ホテルルートイン阿南 ホテルルートイン阿南

 Ｇ-3 10月24日㈭ 徳島駅前（JRホテルクレメント徳島正面玄関） ➡ 阿南市ホテル 20：45 21：35 21：40

 便名 日付 経路 ホテルサンオーシャン ホテルルートイン阿南 アスティとくしま

 Ｇ-4 10月25日㈮ 阿南市ホテル ➡ アスティとくしま 7：05 7：10 8：00


