
　　お勧めコース・メニュー

B1．お手軽コース①　香林坊・高岡町・玉川・武蔵ヶ辻方面

　　所要時間：4時間～5時間、交通費：200円、短時間に金沢市中心市街地をメインに周ります。

B２．お手軽コース②　香林坊・タテマチ・小立野方面

　　所要時間：4時間～5時間、交通費：200円、ファッションストリートと金沢美術工芸大学などを周ります。

B3．お手軽コース③　香林坊・兼六園下・賢坂辻方面

　　所要時間：4時間～5時間、交通費：200円、地域の人と街が織り成すアート空間をお楽しみください。

B４．お手軽コース④　「金沢21世紀美術館アートバス」半日コース

　　所要時間：4時間程度、交通費：無料、短時間に美術館のアートバス利用してをお楽しみください。

　　※ご乗車にあたっては、パスポートまたは、友の会会員証の確認が必要です。

上記のお勧めコースをご利用するには下記の注意点にご留意ください。

※１．各コースに表示している所要時間や徒歩時間、バスの乗車時間は大凡の目安です。
※2．バスの運行時間やルートなどが変更される場合があります。
　　ご利用にあたっては、当日のバス停留所の案内などでご確認ください。
※3．18高橋匡太さんの作品情報と19宮田人司さんの作品は公式ホームページでご確認ください。
※4．金沢市内のワンコインバスについては、以下のサイトをご覧ください。
　　金沢ふらっとバス：http://www4.city.kanazawa.ishikawa.jp/11310/taisaku/fratbus/flat.jsp
　　兼六園シャトル：http://www.hokutetsu.co.jp/unko/kenroku/keroku.html
　　まちバス：http://www.machibus.com/index.html
　　北鉄バス：http://www.hokutetsu.co.jp/

 バスで巡る金沢アートプラットホーム2008

　城下町金沢には、各種の路線バスやワン・コインバスが運行され、市民や観光に訪れた人
たちの足として活躍しています。友の会がお勧めするバス・プランで、金沢の町並みを楽し
みながら斬新なアートに出会い、伝統の町で新たな感動空間に触れてください。

Ａ１．いつでもフルコース　2日間で完全制覇　「ふらっとバス」+α

　　1日の所要時間：6時間～8時間、交通費：2日間で930円、全プロジェクトを観覧可能、平日、休日共通

Ａ２．土・日、祝日限定 「兼六園シャトル」コース

　　所要時間：6時間～8時間、交通費：1日300円、9つのプロジェクトが観覧可能

Ａ３．土・日、祝日限定　「金沢21世紀美術館アートバス」 コース

　　所要時間：6時間～8時間、交通費：無料、A2「兼六園シャトル」コースと合わせると全プロジェクト観覧可能

　　※ご乗車にあたっては、パスポートまたは、友の会会員証の確認が必要です。

Ａ４．土・日、祝日限定　「まちバス」 コース

　　所要時間：6時間～8時間、交通費：300円、金沢市中心市街地をメインに周るコース



バスで巡る金沢アートプラットホーム2008

　Ａ１．いつでもフルコース　2日間で完全制覇　「ふらっとバス」+α

　　■第1日目　所要時間：6時間～8時間　会場：９ヶ所　交通費：300円　 平日・休日共通　

　　　　　：無料トイレ

会場・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル 2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　5分

路線バス多数あり
（乗） 香林坊　日本銀行金沢支店前 随時発 大人一人100円

香林坊⇔武蔵ヶ辻間は、100円
　2分から4分

（降） 南　　町

徒歩　6分

高岡町の家　　　   6　友政麻理子

徒歩　3分

高岡町の空き町家　　5　高橋治希

徒歩　3分

玉川公園のトイレ  　4a フランク・ブラジガンド

徒歩　3分

玉川こども図書館　　3　松村泰三

徒歩　15分

尾張町 町民文化館　 2　小沢　剛（10/4～11/30）

徒歩　5分

（乗） １．武蔵ヶ辻・近江町市場 毎時:00･15･30･45分発
（始発8:45～最終18:15）

　21分 大人一人100円

(降） 10．兼六園下

徒歩　2分

山越ビル　　　　　　14a 中村政人

徒歩　8分

横山町の町屋　　　　15　アトリエ・ワン

徒歩　1分

（乗） 12．賢坂辻 毎時：08・23･38・53分発
（美術館へは17:53発が最終）

　35分　（24）袋町で時間調整の停車あり 18:08以降3便は、（24）袋町止まり
大人一人100円

（降） 7．市役所・金沢21世紀美術館前

徒歩　4分

金沢21世紀美術館　広坂口

広
坂
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林
坊
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金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

金沢の台所、近江町市場は
ここです。お食事や休憩は、
いかがですか！

香林坊方面へは、一つ前のバス停（6）香林坊・仙石
通り（大和・アトリオ裏）で下車

金
沢
城

兼
六
園

北鉄バス（武蔵ヶ辻方面行き　全路線）

金沢ふらっとバス（材木ルート）

金沢ふらっとバス（材木ルート）

日本三名園の一つ
特別名勝　兼六園はすぐ近く！
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平日・休日共通　

　　　：無料トイレ

場所・交通手段 周辺案内

（乗） 香林坊　大和・アトリオ前 平日：9:49・10:39・11:49発
休日：9:04・10:34・11:49発

　10分 大人一人　210円

（降） 大豆田

徒歩　5分

金沢市民芸術村　　　1　八谷和彦（10/4～11/9）

徒歩　5分

（乗） 大豆田 平日：10:29・11：19・12:38発
休日：11:14・12:43・14:18発

　10分 大人一人　210円

（降） 香林坊　日本銀行金沢支店前

徒歩　10分

タテマチストリート　　9　丸山純子

徒歩　１0分

鱗町の川股地蔵の祠　4ｂ　フランク・ブラジガンド

徒歩　5分

（乗） 4．タテマチ　タテマチ広場前　 毎時：05･20・35・50分発
（始発：8:50～最終18:20）

　18分 17:45以降3便は、（１）香林坊止まり
大人一人100円

（降） 15．小立野下馬

徒歩　10分

金沢美術工芸大学エントランスホール
　　　　　　　　　　16　塩田千春（9/2～）

徒歩　8分（下り坂）

椿原天満宮　　　　　17　青木千絵

徒歩　20分（上り坂）

（乗） 15．小立野下馬 毎時：08･23・38・53分発
（最終：18:38発）

　17分　（16）大学病院で時間調整の停車あり 18：08以降3便は、（１）香林坊止まり
大人一人100円

（降） 21．金沢21世紀美術館　石浦神社前

徒歩　3分

金沢20世紀美術館　本多通り口

　Ａ１．いつでもフルコース　2日間で完全制覇　「ふらっとバス」+α

　■第2日目　所要時間：6時間～8時間　会場：５ヶ所　交通費：620円

このバス停は、金沢21世紀美術館　広坂口より徒歩約8分
金沢市中心市街地　香林坊大和デパートのところです。

おしゃれなファッション・ストリート！

香林坊方面へは、これより3つ目
のバス停（１）香林坊で下車

片
町

竪
町

北鉄バス（57番　黒田 西金4丁目、新金沢郵便局行き)

北鉄バス（57番 武蔵ヶ辻行き）

金沢ふらっとバス（菊川ルート）

金沢ふらっとバス（菊川ルート）
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　Ａ2．土・日、祝日限定　「兼六園シャトル」コース

　■所要時間：6時間～8時間　会場：９ヶ所　交通費：300円　 土・日、祝日限定

     ： 無料トイレ

会場・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE 1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル 2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　5分

（乗） 11．香林坊（日本銀行金沢支店前） 毎時：10・30・50分発
始発：9：50～終発：21：40

　1分～2分 18時以降30分毎
大人一人100円  

（降） 12．南　　町

徒歩　6分

高岡町の家　　　　　　6　友政麻理子

徒歩　3分

高岡町の空き町家　　　5　高橋治希

徒歩　3分

玉川公園のトイレ　　　 4a フランク・ブラジガンド

徒歩  3分

玉川こども図書館　　　3　松村泰三

徒歩　15分

尾張町 町民文化館　 2　小沢　剛（10/4～11/30）

徒歩　5分

（乗） 2.武蔵ヶ辻（近江町市場前） 毎時14・34・54分発
（始発9：34～終発21：24）

 11分 18時以降、30分毎
大人一人100円

（降） 8.兼六園下（観光物産館前）

徒歩　5分

山越ビル　　　　　　　14a 中村政人

徒歩　8分

横山町の町屋　　　　　15　アトリエ・ワン

徒歩　15分

（乗） 8．兼六園下（観光物産館前） 毎時：05・25・45分発
（始発9：45～終発21：35）

　3分 18時以降、30分毎
大人一人100円

（降） 10．広坂（金沢21世紀美術館前）

徒歩　4分

金沢21世紀美術館　広坂口

香林坊方面へは、次のバス停です。

兼六園シャトル（金沢駅行き）

広
坂

香
林
坊

金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

近
江
町

武
蔵
ヶ
辻

金沢の台所、近江町市場は
ここです。お食事や休憩は、
いかがですか！

金
沢
城

兼
六
園

兼六園シャトル（兼六園行き）

兼六園シャトル（金沢駅行き）

日本三名園の一つ
特別名勝　兼六園はすぐ近く！
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　Ａ3．土・日、祝日限定　「金沢21世紀美術館アートバス」コース

　■所要時間：6時間～8時間　会場：５ヶ所　交通費：無料　 土・日、祝日限定

　ご乗車にあたっては、パスポートまたは、友の会会員証の確認が必要です。

　　：無料トイレ

場所・交通手段 周辺案内
金沢21世紀美術館　本多通り口

（乗） 金沢21世紀美術館　本多通り前 ◇10/4～11/9
9:45・12：55発

　30分

（降） 金沢市民芸術村

徒歩　1分

金沢市民芸術村　　　1　八谷和彦（10/4～11/9）

徒歩　1分

（乗） 金沢市民芸術村 ◇10/4～11/9
10：45・13：55発

　30分

（降） 金沢21世紀美術館　本多通り前

徒歩　10分

タテマチストリート　　9　丸山純子

徒歩　１0分

鱗町の川股地蔵の祠　4ｂ　フランク・ブラジガンド

徒歩　15分

金沢21世紀美術館　本多通り口

◇10/4～11/9
（乗） 金沢21世紀美術館　本多通り前 11：15・14：25発

◆11/15～12/7
　20分 9：45・11：25・13：05・14：45発

（降） 金沢美術工芸大学前

金沢美術工芸大学エントランスホール　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　16　塩田千春（9/2～）

徒歩　8分（下り坂）

椿原天満宮　　　　　17　青木千絵

徒歩　15分（上り坂）

◇10/4～11/9
（乗） 金沢美術工芸大学前 12：35・15：45発

◆11/15～12/7
　20分 11：05・12：45・14：25・16：05発

（降） 金沢21世紀美術館　本多通り前

金沢21世紀美術館　本多通り口

片
町

竪
町

おしゃれなファッション・ストリート！

美術館アートバス　（市民芸術村行き）

美術館アートバス　（金沢21世紀美術館行き）

美術館アートバス　（金沢美術工芸大学行き）

美術館アートバス　（金沢21世紀美術館行き）
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　Ａ4．土・日、祝日限定　「まちバス」コース

　■所要時間：6時間～8時間　会場：9ヶ所　交通費：300円　 土・日、祝日限定

     ： 無料トイレ

会場・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE 1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル 2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　5分

（乗） 8.KOHRINBO109・日銀前 毎時：03・23・43発
（始発：10：03～終発：22：03）

　1分 18時以降30分毎
大人一人100円  

（降） 9.南　町・尾山神社

徒歩　6分

高岡町の家　　　　　6　友政麻理子

徒歩　3分

高岡町の空き町家　　5　高橋治希

徒歩　3分

玉川公園のトイレ　　4a フランク・ブラジガンド

徒歩  3分

玉川こども図書館　　3　松村泰三

徒歩　15分

尾張町 町民文化館　 2　小沢　剛（10/4～11/30）

徒歩　5分

（乗） 2．武蔵ヶ辻・近江町市場前 毎時06・26・46分発
（始発9：46～終発21：36）

　6分 18時以降、30分毎
大人一人100円

（降） 5．片町・タテマチ

徒歩　5分

タテマチストリート　　9　丸山純子

徒歩 １0分

鱗町の川股地蔵の祠　4ｂ フランク・ブラジガンド

徒歩　5分

（乗） 6．タテマチ広場 毎時：15・35・55分発
（始発9：55～終発21：45）

　5分 18時以降、30分毎
大人一人100円

（降） 7．金沢21世紀美術館・兼六園

金沢20世紀美術館　本多通り口

まちバス（金沢駅東口行き）

まちバス（金沢21世紀美術館行き）

まちバス（金沢21世紀美術館行き）

広
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香
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坊

金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

近
江
町

武
蔵
ヶ
辻

金沢の台所、近江町市場は
ここです。お食事や休憩は、
いかがですか！

片
町

竪
町

おしゃれなファッション・ストリート！
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　B1．お手軽コース①　香林坊・高岡町・玉川・武蔵ヶ辻方面

　■所要時間：4時間～5時間　会場：7ヶ所　交通費：200円　 平日・休日共通　

     ： 無料トイレ

会場・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE 1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル 2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　5分

路線バス多数あり
（乗） 香林坊　日本銀行金沢支店前 随時発 大人一人100円

香林坊⇔武蔵ヶ辻間は、100円
　2分から4分

（降） 南　　町

徒歩　6分

高岡町の家　　　   6　友政麻理子

徒歩　3分

高岡町の空き町家　　5　高橋治希

徒歩　3分

玉川公園のトイレ　　4a　フランク・ブラジガンド

徒歩  3分

玉川こども図書館　　3　松村泰三

徒歩　15分

尾張町 町民文化館　 2　小沢　剛（10/4～11/30）

徒歩　5分

（乗） １．武蔵ヶ辻・近江町市場 毎時:00･15･30･45分発
（始発8:45～最終18:15）

　13分 17:45以降3便は、（24）袋町止まり
大人一人100円

(降） 7．市役所・金沢21世紀美術館

徒歩　4分

金沢21世紀美術館　広坂口

香林坊方面へは、一つ前のバ
ス停（6）香林坊・仙石通り（大
和・アトリオ裏）で下車

北鉄バス（武蔵ヶ辻方面行き　全路線）

金沢ふらっとバス（材木ルート）

広
坂

香
林
坊

金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

近
江
町

武
蔵
ヶ
辻

金沢の台所、近江町市場は
ここです。お食事や休憩は、
いかがですか！
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　B２．お手軽コース②　香林坊・タテマチ・小立野方面　

　■所要時間：4時間～5時間　会場：6ヶ所　交通費：200円　 平日・休日共通　

　　：無料トイレ

場所・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE 1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル　2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　10分

タテマチストリート　　9　丸山純子

徒歩　１0分

鱗町の川股地蔵の祠　4ｂ フランク・ブラジガンド

徒歩　5分

（乗） 4．タテマチ　タテマチ広場前　 毎時：05･20・35・50分発
（始発：8:50～最終18:20）

　18分 17:45以降3便は、（１）香林坊止まり
大人一人100円

（降） 15．小立野下馬

金沢美術工芸大学エントランスホール　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　16　塩田千春（9/2～）

徒歩　8分（下り坂）

椿原天満宮　　　　　17　青木千絵

徒歩　20分（上り坂）

（乗） 15．小立野下馬 毎時：08･23・38・53分発
（最終：18:38発）

　17分　（16）大学病院で時間調整の停車あり 18：08以降3便は、（１）香林坊止まり
大人一人100円

（降） 21．金沢21世紀美術館　石浦神社前

徒歩　3分

金沢21世紀美術館　本多通り口
香林坊方面へは、これより3つ
目のバス停（１）香林坊で下車

金沢ふらっとバス（菊川ルート）

金沢ふらっとバス（菊川ルート）

片
町

竪
町

広
坂

香
林
坊

金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

おしゃれなファッション・ストリート！



バスで巡る金沢アートプラットホーム2008

　B3．お手軽コース③　香林坊・兼六園下・賢坂辻方面

　■所要時間：4時間～5時間　会場：4ヶ所　交通費：200円　 平日・休日共通　

     ： 無料トイレ

会場・交通手段 周辺案内

金沢21世紀美術館

　インフォメーション･キューブ

　10　牛嶋 均（11/11～）
　11　KOSUGE 1-１６（9/13～）
　12　トーチカ
　13　藤枝　守
　14b 中村政人（10/4～12）

金沢21世紀美術館　広坂口

徒歩　8分

NTT香林坊ビル 2・4F（旧香林坊郵便局跡）

　7 八幡亜樹
　8 カミン・ラーチャイプラサート

徒歩　5分

（乗） 6．香林坊・仙石通り（中央公園口） 毎時:11・26・41・56分発
（始発8:56～最終18:26）

 10分 17:56以降3便は、（24）袋町止まり
大人一人100円

(降） 10．兼六園下

徒歩　2分

山越ビル　　　　　14a 中村政人

徒歩　8分

横山町の町屋　　　15　アトリエ・ワン

徒歩　1分

（乗） 12．賢坂辻 毎時：08・23･38・53分発
（美術館へは17:53発が最終）

　35分　（24）袋町で時間調整の停車あり） 18:08以降3便は、（24）袋町止まり
大人一人100円

（降） 7．市役所・金沢21世紀美術館前

徒歩　4分

金沢21世紀美術館　広坂口
香林坊方面へは、一つ前のバ
ス停（6）香林坊・仙石通り（大
和・アトリオ裏）で下車

金沢ふらっとバス（材木ルート）

金沢ふらっとバス（材木ルート）

金
沢
城

兼
六
園

広
坂

香
林
坊

金沢市の中心市街地です
お食事やちょっと休憩を！
たくさんお店があります

日本三名園の一つ
特別名勝　兼六園はすぐ近く！



土・日、祝日限定

　　：無料トイレ

場所・交通手段 周辺案内
金沢21世紀美術館　本多通り口

（乗） 金沢21世紀美術館　本多通り前 ◇10/4～11/9
9:45・12：55発

　30分

（降） 金沢市民芸術村

徒歩　1分

金沢市民芸術村　　　1　八谷和彦（10/4～11/9）

徒歩　1分

（乗） 金沢市民芸術村 ◇10/4～11/9
10：45・13：55発

　30分

金沢21世紀美術館　本多通り前

金沢21世紀美術館　本多通り口

◇10/4～11/9
金沢21世紀美術館　本多通り前 11：15・14：25発

◆11/15～12/7
9：45・11：25・13：05・14：45発

　20分

（降） 金沢美術工芸大学前

金沢美術工芸大学エントランスホール　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　16　塩田千春（9/2～）

徒歩　8分（下り坂）

椿原天満宮　　　　　17　青木千絵

徒歩　15分（上り坂）

◇10/4～11/9
（乗） 金沢美術工芸大学前 12：35・15：45発

◆11/15～12/7
11：05・12：45・14：25・16：05発

　20分

（降） 金沢21世紀美術館　本多通り前

金沢21世紀美術館　本多通り口

徒歩　15分

鱗町の川股地蔵の祠　4ｂ　フランク・ブラジガンド

徒歩　１0分

タテマチストリート　　9　丸山純子

徒歩　15分

金沢21世紀美術館　本多通り口

バスで巡る金沢アートプラットホーム2008

　B4．お手軽コース④　「金沢21世紀美術館アートバス」半日コース

　■所要時間：４時間程度　会場：５ヶ所　交通費：無料　

　ご乗車にあたっては、パスポートまたは、友の会会員証の確認が必要です。

片
町

竪
町

おしゃれなファッション・ストリート！

美術館アートバス　（市民芸術村行き）

美術館アートバス　（金沢21世紀美術館行き）

美術館アートバス　（金沢美術工芸大学行き）

美術館アートバス　（金沢21世紀美術館行き）

途中下車不要です！
そのままお乗りください


