
平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅→松山空港→札幌 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
2号

10:21 10:38

10:36 10:53

381
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

札幌→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
50

16:55 17:14
17:10 17:29

7号
17:25 17:44

17:40 17:59
11号

（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

リムジン

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　
札幌（往復）

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

20:5418:20

17:50

なんごくエクスプレス

リムジン

17:38 20:13
伊予鉄バス定期路線
ホエールエクスプレス

17:25 17:48
伊予鉄バス定期路線

18:03
17:35

伊予鉄バス定期路線 17:40

伊予鉄バス定期路線 17:10
伊予鉄バス定期路線 16:55

ANA/松山→札幌

16:50

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

伊予鉄バス定期路線
ANA/札幌→松山

17:05
14:25 16:40

松山空港着 松山空港発札幌

→→発

高知駅
バスターミナルＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発

→→

17:18
17:33

備考

リムジン
11:25 13:35

10:55

10:21
10:25
10:36
10:40

10:42
10:40

10:10

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

着

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表　　　　　　　　　　　　　乗降場

便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 松山空港着 松山空港発

→→→

札幌
備考

着

リムジン

リムジン

→

10:15

10:57

10:30

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

発
7:30ホエールエクスプレス

伊予鉄バス定期路線
伊予鉄バス定期路線
伊予鉄バス定期路線
伊予鉄バス定期路線
伊予鉄バス定期路線

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

高知駅→JR松山駅→松山空港→中部国際 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着

1822
6号

14:21 14:38
14:36 14:53

14:51 15:08

15:06 15:23
15:21 15:38

15:36 15:53

6号
15:51 16:08
16:06 16:23

1826
8号

18:21 18:42

18:36 18:57

18:51 19:12

10号
19:26 19:43

1822
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

なんごくエクスプレス

伊予鉄バス定期路線
伊予鉄バス定期路線

リムジン

19:06
19:1718:52
19:27

18:40 18:55
伊予鉄バス定期路線 18:37 19:02
伊予鉄バス定期路線

19:47伊予鉄バス定期路線 19:26

伊予鉄バス定期路線 18:15 18:30 リムジン
ホエールエクスプレス 15:30 18:13

16:30 19:16

15:55

16:27
16:12

18:45
18:47

リムジン伊予鉄バス定期路線 15:40
15:57伊予鉄バス定期路線 15:36

伊予鉄バス定期路線 16:06
伊予鉄バス定期路線 15:51

伊予鉄バス定期路線 15:25

14:57

15:40 リムジン

※　当日のうちに乗継可能な公共交通機関（高速バス）は現在のところありません。ご不便おかけします。

ANA/松山→中部国際 10:15 11:30

リムジン伊予鉄バス定期路線 18:30
伊予鉄バス定期路線 18:22

ANA/松山→中部国際 16:45 18:00

14:35

ANA/松山→中部国際 20:15 21:30

14:42伊予鉄バス定期路線 14:21
14:20

伊予鉄バス定期路線 14:36
リムジン伊予鉄バス定期路線 14:40

なんごくエクスプレス 13:00 15:46

14:51 15:12
15:15 リムジン伊予鉄バス定期路線 15:00

伊予鉄バス定期路線

伊予鉄バス定期路線 15:06

14:55

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 松山空港着 松山空港発 中部国際

備考
発 → → → → 着

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

ホエールエクスプレス 11:30 14:08

伊予鉄バス定期路線
15:27

15:21 15:42

中部国際（往路）

リムジン伊予鉄バス定期路線



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

中部国際→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
1821

3号

5号
1825

5号

9号
1827

（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

中部国際（復路）

ANA/中部国際→松山
※　当日のうちに乗継可能な公共交通機関（高速バス）は現在のところありません。ご不便おかけします。

15:55 リムジン伊予鉄バス定期路線 15:40
15:44伊予鉄バス定期路線 15:25

リムジン
伊予鉄バス定期路線 15:10 15:29
伊予鉄バス定期路線 15:05 15:20

14:55 15:14

14:59伊予鉄バス定期路線 14:40
14:50 リムジン伊予鉄バス定期路線 14:35
14:44伊予鉄バス定期路線 14:25
14:29伊予鉄バス定期路線 14:10
14:20 リムジン伊予鉄バス定期路線 14:05
14:14伊予鉄バス定期路線 13:55

11:07 13:38ホエールエクスプレス

なんごくエクスプレス 16:00 18:34

リムジン

リムジン

13:45 14:00
伊予鉄バス定期路線 13:40 13:59
伊予鉄バス定期路線

12:55伊予鉄バス定期路線 12:40

13:44

12:44伊予鉄バス定期路線 12:25
12:29伊予鉄バス定期路線 12:10
12:15 リムジン伊予鉄バス定期路線 12:00
12:14伊予鉄バス定期路線 11:55
11:59伊予鉄バス定期路線 11:40

リムジン
伊予鉄バス定期路線 11:25 11:44
伊予鉄バス定期路線 11:15 11:30

17:40

伊予鉄バス定期路線 10:00 11:15 リムジン

伊予鉄バス定期路線 13:25

伊予鉄バス定期路線 11:10 11:29

伊予鉄バス定期路線 10:55 11:14

伊予鉄バス定期路線 10:40

リムジン
伊予鉄バス定期路線 10:25 10:44
伊予鉄バス定期路線 10:15

リムジン
伊予鉄バス定期路線 10:10 10:29

10:05 10:20

15:07

10:30

10:59

18:30 19:45

ANA/中部国際→松山 12:00 13:15

伊予鉄バス定期路線

ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 高知駅
バスターミナル 備考

→ → 着

松山空港発

発 → →

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

中部国際 松山空港着

なんごくエクスプレス

ANA/中部国際→松山 8:45 10:00

ホエールエクスプレス

13:00 15:34

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

伊予鉄バス定期路線



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

高知駅→JR松山駅→松山空港→鹿児島 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
6号

14:21 14:38
14:36 14:53

14:51 15:08

15:06 15:23
15:21 15:38

15:36 15:53

3686
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

鹿児島→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
3689

16:25 16:44

17:10 17:29

16:55 17:14
17:10 17:29

7号
17:25 17:44

17:40 17:59
11号

（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

20:13
伊予鉄バス定期路線 17:10 17:33

17:38

リムジン
伊予鉄バス定期路線 16:55 17:18

16:50 17:05伊予鉄バス定期路線

ホエールエクスプレス

JAC/鹿児島→松山

伊予鉄バス定期路線 14:21

18:20 20:54なんごくエクスプレス
18:03伊予鉄バス定期路線 17:40

伊予鉄バス定期路線 17:35 17:50 リムジン
伊予鉄バス定期路線 17:25

14:55 15:50
着

16:15JAC/松山→鹿児島 17:15

→ → → →

ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 高知駅
バスターミナル 備考　　　　　　　　　　　　　乗降場

便名・会社
鹿児島 松山空港着 松山空港発

発

17:48

鹿児島（往復）　4/1～4/28,5/6～5/31

松山空港着 松山空港発　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発

→

鹿児島
備考

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

発 → → → 着

伊予鉄バス定期路線 15:55 16:14
伊予鉄バス定期路線 16:05 16:20 リムジン
伊予鉄バス定期路線 16:10 16:25
伊予鉄バス定期路線 16:10 16:29
伊予鉄バス定期路線 16:25 16:48
伊予鉄バス定期路線 16:40 16:55 リムジン
伊予鉄バス定期路線 16:40 16:59

14:42

ホエールエクスプレス 11:30 14:08
伊予鉄バス定期路線 14:20 14:35 リムジン

伊予鉄バス定期路線 14:36 14:57
伊予鉄バス定期路線 14:40 14:55 リムジン
伊予鉄バス定期路線 14:51 15:12
伊予鉄バス定期路線 15:00 15:15 リムジン
伊予鉄バス定期路線 15:06 15:27
伊予鉄バス定期路線 15:21 15:42
伊予鉄バス定期路線 15:25 15:40 リムジン
伊予鉄バス定期路線 15:36 15:57
伊予鉄バス定期路線 15:40 15:55 リムジン



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

高知駅→JR松山駅→松山空港→鹿児島 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着

3684
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

鹿児島→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
3685

3号

3号
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

鹿児島（往復）　4/29～5/5

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅発 松山空港着 松山空港発 鹿児島

備考
JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

発 → → → → 着

ＪＲ松山駅着

※　当日のうちに乗継可能な公共交通機関（高速バス）は現在のところありません。ご不便おかけします。
JAC/松山→鹿児島 10:00 11:00

備考　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

鹿児島 松山空港着 松山空港発 JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

発 → → → → 着

ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 高知駅
バスターミナル

JAC/鹿児島→松山 8:40 9:35
伊予鉄バス定期路線 9:35 9:50 リムジン
伊予鉄バス定期路線 9:40 9:59
なんごくエクスプレス 10:00 12:34
伊予鉄バス定期路線 9:55 10:14
伊予鉄バス定期路線 10:05 10:20 リムジン
伊予鉄バス定期路線 10:10 10:29
伊予鉄バス定期路線 10:15 10:30 リムジン
伊予鉄バス定期路線 10:25 10:44
伊予鉄バス定期路線 10:40 10:59
ホエールエクスプレス 11:07 13:38



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

高知駅→JR松山駅→松山空港→上海 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着

4号

276
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

上海→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
275

5号ホエールエクスプレス

（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

CES/松山→上海

上海（往復）

ホエールエクスプレス 8:30

CES/上海→松山

13:05 13:50 月・金

→

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社 備考

発 → →

上海 松山空港着 松山空港発 ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 高知駅
バスターミナル

※11:25
月・金のみ上海定期便13:05発に
接続。その他の曜日はJR松山駅

着

17:40

11:10

※14:40 15:07

→ 着

→ → 着発 → →

月・金のみ上海定期便11:40着に接続。
その他の曜日は松山市駅発。

9:30 12:10 月・金

備考
JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 松山空港着 松山空港発 上海



平成23年3月11日現在

高知⇔松山　詳細時刻表 　　　　　　リムジンバス約15分
は下記のリンクで確認
ホエールエクスプレス
なんごくエクスプレス

○なんごくエクスプレス

高知駅→JR松山駅
所要時間：約2時間30分

TEL／089-948-3100

土佐電気鉄道㈱
受付時間／9:00～19:00

TEL／088-884-5666

JR松山駅→松山空港
所要時間：定期路線約20分

TEL／089-948-3172

受付時間／5：50～23:00

モデルケース　

松山TEL／089-941-0489ジェイアール
四国バス株式会社
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/

お問い合わせ先

高知TEL／089-948-3100
受付時間／8:00～19:00

○伊予鉄バス定期路線
（空港リムジンバス）

伊予鉄道株式会社
http://www.iyotetsu.co.jp/

乗り換え

高知市　乗り場 　　 松山空港

松山空港

運行
会社

http://www.kenkoutsu.net/

バス予約センター

受付時間／8:00～17:00
バス予約センター

受付時間／8:00～18:00
TEL／088-872-1221

http://www.tosaden.co.jp/

○ホエールエクスプレス
伊予鉄道(株)

http://www.iyotetsu.co.jp/

高知県交通(株)

運行
会社

運行
会社

★フライトとリムジンバスがリンク
　乗り換えらくらく！！

★高知市からのアクセス
　四国屈指！！

往復約80便
およそ10分に1便

上海便(月・金）は、松山空港まで直接乗り入れ　＊ホエールエクスプレスのみ

      高知県からのお客様へ[松山空港へのアクセス]

  JR松山駅

 
　 松山空港

往復11便
およそ1時間に1便

（ホ・な）高知駅バスターミナル
（ホ・な）はりまや橋
（な）宝永町
（ホ）知寄町1丁目
（ホ）一宮高知営業所
（な）高知インター南バスターミナル

（ホ・な）ホエールエクスプレス、
　　　　　なんごくエクスプレスとも停車
（ホ）　　ホエールエクスプレス停車
（な）　　なんごくエクスプレス停車

札幌

中部国際

鹿児島

上海

ソウル

高知駅→JR松山駅→松山空港→ソウル 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
6号

14:21 14:38
14:36 14:53

14:51 15:08

15:06 15:23
15:21 15:38

15:36 15:53

6号
15:51 16:08
16:06 16:23

175
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

ソウル→松山空港→JR松山駅→高知駅 【航空機、バスのダイヤ　平成23年3月27日～平成23年5月31日】

発 着
176

16:55 17:14
17:10 17:29

7号
17:25 17:44

17:40 17:59
11号

17:55 18:14
18:10 18:29
18:25 18:44
18:40 18:59

9号
（ダイヤは3/11時点で作成しておりますので、急遽変更される場合がありますことをご了承ください）

19:15 リムジン伊予鉄バス定期路線 19:00
19:00 リムジン伊予鉄バス定期路線 18:45

18:48伊予鉄バス定期路線 18:25
18:33伊予鉄バス定期路線 18:10
18:18伊予鉄バス定期路線 17:55

19:03伊予鉄バス定期路線 18:40

19:17 21:48ホエールエクスプレス

18:20 20:54なんごくエクスプレス
18:03伊予鉄バス定期路線 17:40
17:50 リムジン伊予鉄バス定期路線 17:35
17:48伊予鉄バス定期路線 17:25

17:38 20:13ホエールエクスプレス
17:33伊予鉄バス定期路線 17:10
17:18伊予鉄バス定期路線 16:55
17:05 リムジン伊予鉄バス定期路線 16:50

AAR/ソウル→松山 火・金・日15:00 16:30

16:27伊予鉄バス定期路線 16:06
16:12伊予鉄バス定期路線 15:51

なんごくエクスプレス 13:00 15:46

AAR/松山→ソウル 火・金・日

ホエールエクスプレス 11:30 14:08

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

高知駅
バスターミナル ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発

発 → → 着

14:35

松山空港着 松山空港発

14:42

ソウル
備考

→

ソウル（往復）

伊予鉄バス定期路線 14:20
伊予鉄バス定期路線 14:21
伊予鉄バス定期路線 14:36 14:57
伊予鉄バス定期路線 14:40 14:55 リムジン
伊予鉄バス定期路線 14:51 15:12
伊予鉄バス定期路線 15:00

　　　　　　　　　　　　　乗降場
便名・会社

ソウル 松山空港着 松山空港発

発 → →

ＪＲ松山駅着 ＪＲ松山駅発 高知駅
バスターミナル 備考

→ → 着

17:30 19:10

15:15
15:27
15:42

リムジン
伊予鉄バス定期路線 15:06

リムジン
伊予鉄バス定期路線 15:21
伊予鉄バス定期路線 15:25

→

伊予鉄バス定期路線 15:36
15:40

伊予鉄バス定期路線 15:40
15:57

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

JR松山駅→空港
土・日・祝時刻表

15:55 リムジン


