
〈NC2010 交通委員会からのお知らせ〉 

 いよいよ NC まで、約 2 ヶ月となりました。みなさん、心の準備はできていますか？ 

心の準備だけでなく、NC 当日、会場にたどり着くための準備もお忘れなく！ということで、交通委員会

から交通についての連絡をさせていただきます。 

 

○「プール制交通費」 

プール制交通費とは、一言で言えば「全員の交通費を平等にする」ということです。 

NC では全国から参加者が集まります。そのため、参加者の中でもそれぞれにかかる交通費に開きが生

じてしまいます。その地域間の交通費格差を是正し、遠隔地の学生の参加をサポートするために、全参加

者の交通費の平均を一人ひとりが負担しようと言うのがプール制交通費です。 

 

○「アクセスポイント」と「モデルルート」 

プール制交通費の算出のため、交通委員会から「アクセスポイント」と「モデルルート」を設定させて

いただいています。「アクセスポイント」とは「ある地域の共通の出発地点」のことです。参加されるみな

さんには、申込み時に最寄りのポイントを選んでいただき、そのポイントを経由して会場に向かっていた

だきます。プール制交通費は、このアクセスポイントから会場までの金額で算出します。自宅等からアク

セスポイントまでの交通費はプール制対象外の自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

また、「モデルルート」とは、交通委員会が事前に調べたアクセスポイントから会場までの交通手段のこ

とです。このモデルルートは、できる限り安価で、無理なく会場まで来られることを規準に設定させてい

ただきました。参加者全員がこのモデルルートを使ったと仮定して、プール制交通費を算出しています。

それぞれのルートの金額設定は、学割や早割などの割引サービスを利用した金額を参考に設定しています。 

 

○「プール制交通費決定！」 

今回のプール制交通費は、15,000 円となりました。 

 

次のページに、・往路モデルルート 

・復路モデルルート 

・交通費差額表                       があります。 

 

～今後の流れ～ 

① 往路モデルルート、復路モデルルートを参考に、自分の往復に必要なチケットを予約してください。

(各地区交通係から連絡があった場合は、まとめてチケット予約を行なう場合もあります。) 

② 交通費差額表を参考に、以下の要領で振り込みを行なってください。 

赤字だった方 → 赤字の金額 + 参加費残額(¥20,000) 

黒字だった方 → 参加費残額(¥20,000) 

③ 当日、集合場所には遅れないように！！ 

④ 交通費差額が黒字で記載されていた方には、会場の受付で差額をお返しいたします。 

 

 



○往路モデルルート 

地

区 

アクセス 

ポイント 

利用する交通機関 

北

海

道 

札幌駅 札幌駅～新千歳空港駅（JR，52分，1,040円） 

ANA706 

新千歳空港 11:25⇒13:20 セン

トレア(14,600※旅割) 
セントレアか

ら貸切バス 

※14半時発 

新千歳空港駅 

旭川駅 
旭川駅～札幌駅（バス、2時間、2,000円）～新

千歳空港駅（JR、52分、1,040円） 

北見駅（前日に

札幌へ） 

北見駅～札幌駅（バス、6時間 12分、5,190円）

～新千歳空港駅(JR，52分，1,040円） 

釧路駅（前日に

札幌へ） 

釧路駅～札幌駅（特急、4時間 34分、9,120円）

～新千歳空港駅（JR，52分，1,040円） 

函館駅 

函館～南千歳（ＪＲ特急スーパー北斗 1 号）～

新千歳空港駅(ＪＲ快速エアポート) 2 時間 49

分、7,890円 

帯広駅 
帯広駅～南千歳（ＪＲ特急スーパーおおぞら）

～新千歳空港駅（ＪＲ）2時間 54分、5,900円 

室蘭駅 
室蘭駅～新千歳空港駅（バス、1時間 50分、1,530

円） 

東

北 

青森駅 青森駅～青森空港（バス，08:45-09:20，680円） 

JAL3140 

青森空港 10:00⇒11:30 セント

レア(15,800円※先得割引) 

弘前駅 
弘前駅～青森空港（バス，08:16-09:10，1,000

円） 

八戸駅 
八戸駅～青森駅（ＪＲ，06:15-07:55，1,620円）

～青森空港（バス，08:15-08:55，680円） 

秋田駅 秋田駅～秋田空港（バス，10:50-11:30，900円） 

JAL4314 

秋田空港 12:45⇒13:55 小牧空

港(13,000円※先得割引) 

小牧から貸切

バス 

※14時半発 

仙台駅 
仙台駅～仙台空港（アクセス線，08:18-08:48，

630円） 

JEX3170 

仙台空港 09:50⇒11:05 セント

レア(12,300円※先得割引) 

セントレア貸

切バス 

※13時半発 

山形駅 
山形駅～仙台駅（バス，09:38-10:45，900 円）

～仙台空港（アクセス線，10:55-11:20，630円） 

ANA1802 

仙台空港 12:45⇒14:10 セント

レア(11,300円※旅割) 

セントレア貸

切バス 

※14時半発 

米沢駅 

米沢駅～福島～名取（JR，08:06-10:01，1,890

円）～仙台空港（アクセス線 10:24-10:40，400

円） 

福島駅 
福島駅～名取駅（JR，09:00-10:01，1,110 円）

～仙台空港（アクセス線，10:24-10:40，400円） 

会津若松駅 
会津若松駅～仙台駅（バス，07:34-10:05，2,800

円）～仙台空港（アクセス線，630円） 

新潟駅 新潟駅～新潟空港（連絡バス，07:05-07:39，400 JAL4331 小牧から貸切



円） 新潟空港 08:55⇒09:50 小牧

(11,000円※先得割引) 

バスに乗車 

※14時半発 

長岡駅 

長岡駅～大宮（新幹線，06:53-08:18）～新宿（JR，

08:30-09:02，乗車券 4,620 円，特別料金 3,880

円） 

新宿から貸切バス 

※９時１５分に新宿駅西口スバルビル前集合

⇒9時半発 

盛岡駅 
盛岡駅～花巻（JR，07:54-08:29，650 円）～い

わて花巻（連絡バス，08:35-08:49，350円） 

JAL3160 

いわて花巻 9:30⇒10:55 セン

トレア(15,800円※先得割引) 

セントレアか

ら貸切バス 

※13時半発 

関

東 

新宿駅 

新宿から貸切バス 

※９時１５分に新宿駅西口スバルビル前集合

⇒9時半発 

 

千葉駅 千葉駅～新宿（ＪＲ780円，１時間） 

水戸駅 水戸駅～新宿（ＪＲ2,210円，2時間 18分） 

小山駅 小山駅～新宿（ＪＲ1,280円，1時間半） 

前橋駅 前橋駅～新宿（ＪＲ1,890円，2時間 18分） 

甲府駅 甲府駅～新宿（ＪＲ2,210円，2時間半） 

那須塩原駅 

那須塩原駅～大宮（新幹線，07:28-08:14）～新

宿（JR，08:28-08:59，乗車券 2,520円，特別料

金 2,520円） 

小田原駅 小田原駅～新宿（小田急 850円，1時間半） 

大宮駅 大宮駅～新宿（ＪＲ、450円，30分） 

つくば駅 
つくば駅～北千住（つくばエクスプレス(1,000

円、36分)～新宿（290円、32分） 

大月駅 
大月駅～高尾（JR、570 円 36 分）～新宿（京

王、350円、1時間 5分） 

松本バスター

ミナル 

松本バスターミナル 8:30⇒11:44 名鉄バスセン

ター（往復 5,000円） 名古屋駅から貸切バス 

※13時 40分発 

長野駅 
長野駅 8:50⇒13:17 名鉄バスセンター（往復

5,500円） 

東

海 

名古屋駅 

名古屋駅から貸切バス 

※13時 40分発 

浜松駅 
浜松駅～豊橋～名古屋駅（JR,1時間 47分、1,890

円） 

静岡駅 
静岡駅～浜松～豊橋～名古屋駅（JR,3 時間 12

分、3,260円） 

北

陸 

富山駅 富山駅～金沢駅(JR, 950円) 8:50に金沢駅集合 

 

貸切バス 

９時発 金沢駅 

福井駅 10:20福井駅集合 貸切バス 



10:30発 

関

西 

大阪駅 

梅田発貸切バス２台（奉仕者は先の便に乗車） 

①9時 15分集合⇒９時半発 (会場直行) 

②10 時 15 分集合⇒10 時半発 (大津サービス

エリア経由) 

大津サービスエリア 
梅田発大津サービスエリア経由貸切バス 

※11:15に JR大津駅集合 SAを 12:15時発 

中

四

国 

松江駅 

松江駅～岡山駅（特急やくも） 

岡山駅～名古屋駅（新幹線） 

4時間半、11830円（乗車券 6800円 特別料金 5030

円） 

名古屋駅から貸切バス 

13時名古屋駅集合⇒13:40発 

米子駅 

米子駅～岡山駅（特急やくも） 

岡山駅～名古屋駅（新幹線） 

4時間、11580円（乗車券 6550円 特別料金 5030

円） 

鳥取駅 

鳥取駅～姫路駅（特急スーパーはくと） 

姫路駅～名古屋駅（新幹線） 

3時間 15分、9960円（乗車券 5630円 特別料金

4330円） 

高知駅 

高知駅～岡山駅（特急南風） 

岡山駅～名古屋駅（新幹線） 

4 時間 30 分、12030 円（乗車券 7000 円 特別料

金 5030円) 

高松駅 

高松駅～岡山駅（JR快速） 

岡山駅～新大阪（新幹線） 

2 時間、6010円（乗車券 3600円 特別料金 2410

円） 

新大阪駅から貸切バス 

※１０時５０分新大阪駅新幹線中央改札口集

合 

徳島駅 

徳島駅～大阪駅（高速バス 学割） 

大阪駅～新大阪（JR） 

新大阪駅～名古屋（新幹線） 

4 時間、7890円（乗車券 5480円 特別料金 2410

円) 

名古屋駅から貸切バス 

13時名古屋駅集合⇒13:40発 

松山駅 
松山駅～松山空港（バス、37分、300円） 

松山空港 

ANA1822 

松山空港 9:30⇒10:30 セント

レア(12,300円※旅割（28日前

まで）)  

セントレアか

ら貸切バス 

※13時半発 

善通寺駅 

善通寺駅～岡山駅（JR快速 坂出乗換え） 

岡山駅～新大阪駅（新幹線） 

2時間 40分、5650円（乗車券 3240円 特別料金

新大阪駅から貸切バス 

※１０時５０分新大阪駅新幹線中央改札口集

合 



2410円) ※１１時新大阪発 

岡山駅 

岡山駅～新大阪駅（新幹線） 

45 分、4760 円（乗車券 2350 円 特別料金 2410

円） 

広島駅 

広島駅～新大阪駅（新幹線） 

1時間 30分、8340円（乗車券 4360円 特別料金

3980円） 

東広島駅 

東広島駅～新大阪駅（新幹線） 

2時間 10分、8180円（乗車券 4200円 特別料金

3980円） 

新山口駅 

新山口駅～新大阪駅（新幹線） 

2時間、10290円（乗車券 5880円 特別料金 4410

円） 

下関駅 

下関駅～小倉駅（JR 270円）←学割効かず※ 

小倉駅～名古屋駅（新幹線） 

3時間半、14080円（乗車券 8420円 特別料金 5660

円） 

名古屋駅から貸切バス 

13時名古屋駅集合⇒13:40発 

九

州 

小倉駅 
小倉駅～福岡空港（バス、1 時間 21 分、1,200

円） 
ANA218 

福岡空港 11:05⇒12:15 セントレ

ア(12,900※旅割) 

セントレ

アから貸

切バス 

※13 時半

発 

福岡空港 

佐賀駅 佐賀駅～福岡空港（バス、1時間 3分、1,200円） 

長崎駅 

長崎駅～長崎空港（連絡バス、44分、800円） ANA372 

長崎空港 10：15⇒11：30セントレ

ア(12,900※旅割) 

熊本交通セン

ター 

熊本交通センター～熊本空港（連絡バス、45分、

820円） ANA332 

熊本空港 12：30⇒13：40セントレ

ア(12,900※旅割) 

セントレア

からの貸切

バス 

※14 時半

発 

大分駅 

大分駅～大分空港（連絡バス、60分、1,500円） ANA 386 

大分空港 9：15⇒10：25 セントレ

ア(13,700※旅割) セントレ

アから貸

切バス 

※13 時半

発 

宮崎駅 

宮崎駅～宮崎空港（10分、340円） ANA 344 

宮崎空港 10：00⇒11：10セントレ

ア(14,200※旅割) 

鹿児島中央駅 

鹿児島中央駅～鹿児島空港（連絡バス、60 分、

1200円） 

ANA352 

鹿児島空港 8：05⇒09：20 セント

レア(13,800※旅割) 

沖 名護バスター 名護バスターミナル～那覇空港（1 時間 40 分、 ANA302 セントレア



縄 ミナル 2,020円） 那覇空港 11：00⇒12：55セントレ

ア(14,600※旅割) 

からの貸切

バス 

※14 時半

発 

那覇空港 

 

 

 

○復路モデルルート 

地

区 
アクセスポイント 利用する交通機関 

北

海

道 

札幌駅 

ANA713 

セントレア 14:25⇒

16:05 新 千 歳 空 港

(14,600※旅割) 

JR 

新千歳空港⇒札幌駅(52分、1,040円) 

新千歳空港駅  

旭川駅 

JR 

新千歳空港⇒札幌駅(52分、1,040円) 

高速バス 

札幌駅⇒旭川駅(125分、2,000円) 

北見駅 

JR 

新千歳空港⇒札幌駅(52分、1,040円) 

バス 

中央バス札幌ターミナル⇒北見(18:30－23:20、5190

円） 

釧路駅 

ＪＲ快速エアポート 

新千歳空港⇒南千歳 

ＪＲ特急スーパーおおぞら 

南千歳駅⇒釧路駅 

(3 時間 32 分、8,930 円（乗車券 5,700 円 特別料金

3,230円)） 

室蘭駅 
高速バス 

新千歳空港⇒室蘭産業会館前(1時間 50分、1,530円) 

帯広駅 

ＪＲ快速エアポート 

新千歳空港⇒南千歳 

ＪＲ特急スーパーおおぞら 

南千歳⇒帯広(2時間 54分、5,900円) 

函館駅 

ＪＲ快速エアポート 

新千歳空港⇒南千歳 

ＪＲ特急スーパー北斗 1号 

南千歳⇒函館 

(2時間 49分、7,890円) 



東

北 

青森駅 

JAL3145  

セントレア 16:40⇒

18:00 青森空港(17,800

円※先得割引) 

連絡バス 

青森空港⇒青森駅(18:50-19:30、680円) 

弘前駅 
連絡バス 

青森空港⇒弘前駅(18:52-19:50、1,000円) 

八戸駅 

連絡バス 

青森空港⇒青森駅(20:02-20:40、680円) 

JR 

青森駅⇒八戸駅(20:56-22:36、1,620円) 

秋田駅 

ANA1839  

セントレア 13:45⇒

15:10 秋田空港(13,300

円※旅割) 

連絡バス 

秋田空港⇒秋田駅(17:00-17:40、900円) 

仙台駅 

JEX3175  

セントレア 18:00⇒

19:05 仙台空港(12,300

円※先得割引) 

アクセス線 

仙台空港⇒仙台駅(20:08-20:37、630円) 

山形駅 

アクセス線 

仙台空港⇒仙台駅(20:08-20:37、630円) 

バス 

仙台駅⇒山形駅(20:55-22:06、900円) 

米沢駅 

アクセス線 

仙台空港⇒仙台駅(20:08-20:37、630円) 

バス 

仙台駅⇒山形駅(20:55-22:06、900円) 

JR 

山形駅⇒米沢駅(22:31-23:18、820円) 

福島駅 

アクセス線 

仙台駅⇒名取(20:14-20:23、400円) 

JR 

名取⇒福島(20:48-21:58、1,110円) 

会津若松駅 

アクセス線 

仙台空港⇒仙台駅(20:08-20:37、630円) 

新幹線 

仙台駅⇒郡山(20:54-21:36、特別料金 3,030円) 

JR 

群山⇒会津若松(21:54-22:56、3,970円) 

新潟駅 
高速バス 

名古屋駅名鉄バスセンター⇒新潟駅(13:08－20:17、7,800円) 

長岡駅 

高速バス 

名古屋駅名鉄バスセンター⇒三条・燕（13:10－19:29，7,350円） 

高速バス 



三条・燕⇒長岡駅（20:18-20:51，670円） 

盛岡駅 

JAL3165  

セントレア 15:45⇒

16:55 い わ て 花 巻

(15,800円※先得割引) 

バス 

いわて花巻⇒盛岡(18:10-19:03、1,400円) 

関

東 

※

新

宿

9

時

半

集

合 

新宿駅 

貸し切りバス 

新宿駅行 

 

千葉駅 ＪＲ（780円，１時間） 

水戸駅 ＪＲ（2,210円，2,3時間） 

小山駅 ＪＲ（1,280円，1,5時間） 

前橋駅 ＪＲ（1,890円，2,3時間） 

甲府駅 ＪＲ※高尾経由（1,800円 2,5時間） 

那須塩原駅 ＪＲ（2,520円，3時間） 

小田原駅 小田急（850円，1,5時間） 

大宮駅 ＪＲ（450円，0,5時間） 

つくば駅 
つくば駅～北千住（つくばエクスプレス、1,000円 36

分）～新宿（290円 32分） 

大月駅 
大月駅～高尾（JR、570円 36分）～新宿（京王 350

円 1時間 5分） 

松本バスターミナル 

高速バス 

名古屋駅名鉄バスセンター⇒松本バスターミナル(12:00-15:14、片道 3,460 円 

往復 5,000円)  

長野駅 

高速バス 

名古屋駅名鉄バスセンター⇒長野駅(15:10-19:34、片道 3,500 円 往復 5,500

円) 

東

海 

名古屋駅  

浜松駅 
JR 

名古屋駅⇒豊橋経由⇒浜松駅(1時間 47分、1,890円) 

静岡駅 
JR 

名古屋駅⇒豊橋・浜松経由⇒静岡駅(3時間 12分、3,260円) 

北

陸 

富山駅 

きときとライナー2号イルカ交通 

名古屋駅⇒高岡駅(13:00-16:25、3500円) 

JR普通電車 

高岡駅⇒富山駅(320円) 

金沢駅 
北陸道特急バス金沢線名鉄バス  

名古屋駅⇒金沢駅(12:35-16:27、4060円) 

福井駅 
北陸道特急バス福井線名鉄バス 

名古屋駅⇒福井駅(13:05-15:50、2920円) 



関

西 

大阪駅 
貸し切りバス 

大阪駅行 

大津サービスエリア 
貸し切りバス 

大阪駅行（大阪行きのバスで途中下車） 

中

四

国 

岡山駅 

貸し切りバス 

大阪駅行(大阪駅下車) 

高速バス(※学割使用) 

大阪駅⇒岡山駅(3時間、2000円) 

徳島駅 
高速バス(※学割使用) 

大阪駅⇒徳島駅(2時間半、2880円) 

鳥取駅 

高速バス 

大阪駅⇒鳥取駅(高速バス:日本交通 3 時間、3600 円

※学割効かず) 

高松駅 

高速バス 

大阪駅⇒高松駅(高速バス 3時間半、3120円※学割使

用) 

米子駅 

貸し切りバス 

大阪駅行(新大阪下車) 

新幹線 

新大阪駅⇒岡山駅 

特急やくも 

岡山駅⇒米子駅 

(3時間、7820円（乗車券 4360円 特別料金 3460円）) 

高知駅 

新幹線 

新大阪駅⇒岡山駅 

特急南風 

岡山駅⇒高知駅 

（3 時間半、8270 円（乗車券 4810 円 特別料金 3460

円）） 

下関駅 

新幹線 

新大阪駅⇒小倉駅 

JR(270円※学割効かず) 

小倉駅⇒下関駅 

(2時間 40分、11800円（乗車券 7070円 特別料金 4730

円）) 

善通寺駅 

新幹線 

新大阪駅⇒岡山駅 

JR (快速※坂出乗換え) 

岡山駅⇒善通寺駅 

(2時間 40分、5650円（乗車券 3240円 特別料金 2410

円)） 

新山口駅 
新幹線 

新大阪駅⇒新山口駅(2 時間、10290 円（乗車券 5880



円 特別料金 4410円）) 

広島駅 

新幹線 

新大阪駅⇒広島駅(1時間半、8340円（乗車券 4360円 

特別料金 3980円）) 

東広島駅 

新幹線 

新大阪駅⇒東広島駅(2 時間 10 分、8180 円（乗車券

4200円 特別料金 3980円）) 

松江駅 

貸し切りバス 

大阪駅行(伊丹空港下

車) 

JAC2359 

伊丹空港 19:00⇒20:00 出雲

空港(7000円※先得割引（28

日前までに予約） 

バス 

出雲空港⇒松江駅(30

分、1000円) 

松山駅 

ANA 449 

伊丹空港 19:40⇒20:30 松山

空港(9000円※旅割（28日前

までに予約）) 

バス 

松山空港⇒松山駅(37

分、300円) 

九

州 

小倉駅 ANA225  

セントレア 14:00⇒

15:25 福 岡 空 港

(12,400※旅割) 

バス 

福岡空港⇒小倉駅(1時間 21分、1,200円) 

福岡空港  

佐賀駅 
バス 

福岡空港⇒佐賀駅(1時間 3分、1,200円) 

長崎駅 

ANA373  

セントレア 17:20⇒

18:50 長崎空港(12,900

※旅割) 

連絡バス 

長崎空港⇒長崎駅(44分、800円) 

熊本交通センター 

ANA335  

セントレア 16:10⇒

17:35 熊本空港(12,900

※旅割) 

高速バス 

熊本空港⇒熊本交通センター(45分、820円) 

大分駅 

ANA389  

セントレア 17:35⇒

18:50 大分空港(13,700

※旅割) 

連絡バス 

大分空港⇒大分駅(60分、1,500円) 

宮崎駅 

ANA345  

セントレア 16:45⇒

18:05 宮崎空港(13,200

※旅割) 

JR 

宮崎空港⇒宮崎駅(10分、340円) 

鹿児島中央駅 

ANA355  

セントレア 14:30⇒

16:00 鹿 児 島 空 港

連絡バス 

鹿児島空港⇒鹿児島中央駅(60分、1200円) 



(15,300※旅割) 

沖

縄 

名護バスターミナル 
ANA303  

セントレア 14:40⇒

17:10 那覇空港(20,600

※旅割) 

那覇空港⇒名護バスターミナル(1 時間 40 分、2,020

円) 

那覇空港  

 

 

○ 交通費差額表 

 

￥○○○○←黒字 会場での受取差額 

￥○○○○←赤字 振込差額 

※ 振込みの際は、振込差額に残り参加費(20,000 円)を加えた金額をお支払いください。 

 

地区 アクセスポイント 交通費 差額(交通費－15,000) 

北海道 

札幌駅 \31,280 \16,280 

新千歳空港 \29,200 \14,200 

旭川駅 \35,280 \20,280 

北見駅 \41,660 \26,660 

釧路駅 \48,290 \33,290 

帯広駅 \41,000 \26,000 

室蘭駅 \32,660 \17,660 

函館駅 \44,980 \29,980 

東北 

青森駅 \34,960 \19,960 

弘前駅 \35,600 \20,600 

八戸駅 \38,200 \23,200 

秋田駅 \28,100 \13,100 

仙台駅 \25,860 \10,860 

山形駅 \26,660 \11,660 

米沢駅 \28,240 \13,240 

福島駅 \26,620 \11,620 

会津若松駅 \34,660 \19,660 

盛岡駅 \33,860 \18,860 

新潟駅 \19,200 \4,200 

長岡駅 \16,520 \1,520 

関東 

新宿駅 \0 \-15,000 

千葉駅 \1,560 \-13,440 

水戸駅 \4,420 \-10,580 

小山駅 \2,560 \-12,440 



前橋駅 \3,780 \-11,220 

甲府駅 \4,010 \-10,990 

那須塩原駅 \7,560 \-7,440 

小田原駅 \1,700 \-13,300 

大宮駅 \900 \-14,100 

つくば駅 \2,580 \-12,420 

大月駅 \1,840 \-13,160 

松本バスターミナル \10,000 \-5,000 

長野駅 \11,000 \-4,000 

東海 

名古屋駅 \0 \-15,000 

浜松駅 \3,780 \-11,220 

静岡駅 \6,520 \-8,480 

北陸 

富山駅 \4,770 \-10,230 

金沢駅 \5,010 \-9,990 

福井駅 \2,920 \-12,080 

関西 
大阪駅 \0 \-15,000 

大津サービスエリア \0 \-15,000 

中四国 

松江駅 \19,830 \4,830 

米子 \11,580 \-3,420 

鳥取駅 \13,560 \-1,440 

高松駅 \9,130 \-5,870 

高知駅 \20,300 \5,300 

松山駅 \21,900 \6,900 

徳島駅 \10,770 \-4,230 

善通寺駅 \11,300 \-3,700 

岡山駅 \6,760 \-8,240 

広島駅 \16,680 \1,680 

東広島駅 \16,360 \1,360 

新山口駅 \20,580 \5,580 

下関駅 \25,880 \10,880 

九州 

小倉駅 \27,700 \12,700 

福岡空港 \25,300 \10,300 

佐賀駅 \27,700 \12,700 

長崎駅 \27,400 \12,400 

熊本交通センター \27,440 \12,440 

大分駅 \30,400 \15,400 

宮崎駅 \28,080 \13,080 

鹿児島中央駅 \31,500 \16,500 



沖縄 
名護バスターミナル \35,200 \20,200 

那覇空港 \39,240 \24,240 

異なる

アクセ

スポイ

ントを

選んだ

方 

札幌-富山 \19,460 \4,460 

前橋-名古屋 \1,890 \-13,110 

新宿-名古屋 \0 \-15,000 

つくば-大阪 \1,290 \-13,710 

高松-新宿 \6,010 \-8,990 

甲府-名古屋 \2,210 \-12,790 

那覇-札幌 \30,240 \15,240 

大阪-名古屋  \-15,000 

金沢-新宿  \-15,000 

その他 
車で移動する奉仕者 

主事車の便乗者 
\0 \-15,000 

 

☆★☆★注意☆★☆★ 

・①往復で異なるアクセスポイントを選んでいて、上記の差額表に自分のパターンが載っていなかった 

②部分参加のため、モデルルートとは全く違う交通手段を取らなければいけない 

上記に当てはまる方は、kgknc2010@gmail.com に問い合わせください。 

 

・奉仕の関係で車移動になる関西地区の方々には、¥15,000 を振り込んでいただき、高速道路料金とガソ

リン代等を当日計算してお返ししたいと思います。 

 

・モデルルート表の金額は、1/20 までに申込みがされ、割引(学割・旅割等)を利用したものとして、記載

しています。1/20 以降に申込みをされた方で、予約したチケットがモデルルートより高かったという場

合には、プール制交通費には反映されませんので、予めご了承ください。 

 

・他に質問がある方は、kgknc2010@gmail.com まで問い合わせください。 

 

2010.01.20 NC2010 交通委員会 

mailto:kgknc2010@gmail.com

