
所要時間

time required

45分

60分

45min

ホテル ⇒ なんば駅

ホテル ⇒ 大阪城

6/1～6/23

6/24～6/30

なんば 経由 大阪城
To Osaka castle 

via Namba
ホテル発

from HOTEL

6/24

大阪駅（梅田)

To Osaka Sta.(Umeda)

大阪駅発

from.OsakaSta.

9:30

6/1～6/23

6/25～6/30

大阪駅（梅田)
19:50 20:30

14:50 15:30

12:30

6/1～6/23

6/24～6/30

コスモスクエア駅

To Cosmosquare Sta.

ホテル発

from HOTEL

コスモスクエア駅発

from
Cosmosquare 

18:15

To Cosmosquare Sta.

30mi
2019/5/160min

Hotel ⇒ Namba 

Cosmosquqre Sta. Hotel ⇒ Osaka castle

ホテル ⇒ 海遊館 15分

5min

Aquarium ⇒ Hotel 15mi

海遊館 ⇒ ホテル 15分

time required

所要時間

time required

Hotel ⇒ Osaka Sta. 40mi

Hotel ⇒ Aquarium 15mi

大阪駅 ⇒ ホテル 30分

Osaka Sta. ⇒ Hotel

22:05
To Osaka Sta.(Umeda)

ホテル発

from.HOTEL

大阪駅発

from.OsakaSta.

Hotel ⇔

所要時間

ホテル ⇒ 大阪駅 40分
コスモスクエア駅

14:30 14:45 18:10

time required

所要時間

To Aquarium Kaiyukan

ホテル ⇔
5分

18:25 19:05

16:15

17:30 17:45

10:15 10:55 9:30

13:10

11:00

20:15

コスモスクエア駅発 ホテル発

from HOTEL

16:00

from
Cosmosquare 

16:10

大阪駅発

from.OsakaSta.

ホテル発

from HOTEL

海遊館発

from Aquarium

ホテル発

from HOTEL

海遊館発

from Aquarium

ホテル発

from HOTEL

11:15

ホテル発

from.HOTEL

大阪駅（梅田) 海遊館（天保山)

海遊館（天保山)

コスモスクエア駅 なんば 経由 大阪城
バスは、先着順でございます。予めご了承ください。

 Bus service is available on first come first served basis.
To Osaka Sta.(Umeda) To Aquarium Kaiyukan

To Osaka castle 

via Namba
ホテル発

from.HOTEL

6/1～6/23
OPEN

CLOSE

10：00

20：00

6/24～6/30
OPEN

CLOSE

9：30

20：00

30

19:30

21:00 21:0020:30Ｃ C2

29

17:45 17:15
23 24 25 26 27 28

17:45 17:15

19:30 19:30 19:30

17:45Ｃ 17:15 17:45 17:15

14:45 15:15
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ａ

14:45 15:15 14:45 15:15 14:45 15:1516 17 18 19 20 21 22

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

15

8:00

Ｃ
9:009 10 11 12 13 14

8:30

9:00 9:00 9:00

8:00Ｃ 8:00 8:00Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ａ

2 3 4 5 6 7 8

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

パーク発

from PARK

ホテル発

from HOTEL

9:00　/　20:30

Ｂ

OPEN　/　CLOSEOPEN　/　CLOSE C OPEN　/　CLOSE D OPEN　/　CLOSEC2
9:00　/　20:00 9:00　/　20:30 9:30　/　20:30

土 SAT A OPEN　/　CLOSE B
9:00　/　19:001

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI

ホテル ⇒ パーク 25分 Hotel ⇒ Park 25mi If UNIVERSAL STUDIO JAPAN™ change business hours after posting this Time Schedule,

パーク ⇒ ホテル 25分 Park ⇒ Hotel 25mi our time schedule will also change. Thank you for your cooperation.

クインテッサホテル大阪ベイ　 シャトルバス時刻表 2019年　6月
QUINTESSA Hotel Osaka Bay  Free Shuttlebus Time Schedule Jun,2019

本時刻表掲載後、ユニバーサルスタジオジャパン™の営業時間に変更があれば、

所要時間 time required シャトルバスの時刻も変わります。あらかじめご了承ください
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™ ⇔ ホテル ご送迎時刻カレンダー

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™⇔ Hotel Free Shuttle Bus Schedule Calender

送迎時間は交通状況により多少前後する場合がございます。また、悪天候により運行できない場合がございます。

シャトルバスは定刻運行を心がけております。出発時刻に遅れないよう余裕をもってお越しいただきます様お願い致します。

お乗り遅れ、もしくは満席の際は次の便をお待ちいただくか公共交通機関をご利用下さいます様宜しくお願い致します。

The buses may be delayed due to traffic jam, and may be canceled due to bad weather.

The buses leave on time. Please come to the bus stop with time to spare.

If you miss the bus or if it is full of passengers, you need to wait next bus or to use 

public transportation. Thank you for your understanding.

クインテッサホテル大阪ベイ

ＱＵＩＮＴＥＳＳＡ ＨＯＴＥＬ ＯＳＡＫＡ ＢＡＹ

０６-６６１３-７００７

Ｃａｎｃｅｌｅｄ

Ｃａｎｃｅｌｅｄ Ｃａｎｃｅｌｅｄ Ｃａｎｃｅｌｅｄ



ユニ ーサ ・ タ ・ ャ ン™ ャト 乗 場 道

エント ン 出 ユニ ーサ テ 方面にお進 い
ゲート っ 左手にお進 い 左側に階段 あ あす 下に降 す
階段 降 右方向にお進 い ※エ ベータも い す
反対側 ゲート 駐車場方向 に STARWAY いうエ ーターも い す

前方に高架 見え す 通過 進 す

ユニ ーサ テ 駅前交差点 ホテ ユニ ーサ ポート
方へわ す

右折 そ 直進 い す
ホテ ユニ ーサ ポート 前 通過 す

結婚式場 ン エ ベ テ
前 通過 進 す 立体駐車場手前 入口さ階部分

ータ ーに ャト 乗 場
い す

※立体駐車場奥 い せ
注意 い せ

※2018年11 17日 シャトルバス 場 案内 変更 ます

※ 明 点 ホテルま 問合せく いませ

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™

海遊館

ＪＲ大阪駅

Aquarium Kaiyukan

ＪＲ Osaka Sta.

シャトルバス乗り場のご案内

Department Store 

Daimaru

Subway nishiumeda

SakurabashiExit

Ekidonki Eki 
Marche Osaka Store

Department 
Store LUCUA

JR

Ticket Office

Department Store
Ｌ ｉ Shuttle bus Stop

Shuttle bus Stop

無料シャトルバス 利用 客様へ

無料シャトルバス 当ホテル 利用 方 限 せ い ます

団体様 利用 断 す 場合 います

予約 ませ

先着順 案内 ます

車開始 合図 あ ま 1Fロビー 並 待 く いませ

定刻運行 心 ます

出発時間 遅 い う余裕 持っ 越 く いませ

車開始ま 席 満席 場合 います

遅 も く 満席 場合 次 便 待 い く 公共交通機関

利用く いませ

車内 喫煙 飲食 遠慮く いませ

送迎時間 交通状況 多少前後す 場合 います

悪天候 運行 い場合 います

皆 ま 理解 協力 く 願い申 上 ます

[至 坐免费接送巴士的 客]

免费班车仅限于住宿於我们酒店的客人
请务必谅解我们依照当日 客 車状況

谢绝団体 客搭 的可能

请见谅免费接送巴士 接 预约
並提醒您班车是定時準点発車逾時 候

車将以先到先上車的原则
在 車開始前请先在1樓大廳排隊等候司机为您带路
决于交通状况 接送时间可能略 同

由于天气 好，可能无法运行

感谢您的理解 合作

For our guests using free shuttle bus

Only our guests can use our free shuttle bus.
We may not be able to accept a big group.
We do not take any reservations.
Bus service is available on first come first served basis.

Please wait and make a line in the lobby till we give you a 

sign to start boarding.

The buses leave on time. 

Please come to the bus stop with time to spare.

Seats may be full before getting on the bus.
If you miss the bus or if it is full of passengers, you need to 
wait next bus or to use public transportations.
Please refrain from smoking, eating and drinking in the bus.
The buses may be delayed due to traffic conditions and be 
canceled due to bad weather.
Thank you for your understanding.

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

海遊館

Aquarium Kaiyukan

ＪＲ大阪駅

ＪＲ Osaka Sta.

※2019年4月1日より大観覧車下駐車場

乗り場が変更 ります


