
シャトルバス時刻表
SHUTTLE BUS TIME SCHEDULE

2021年10月現在

2台のうちどちらかのシャトルバスが送迎に参ります。

Please board the shuttle bus which has arrived at bus stop. 

＊バスご乗車の際に整理券が必要です。前日よりフロントにて配布しております。

＊A ticket is required for the bus . Please come to the front desk. 

＊緊急事態宣言等によりバスが運行休止となる場合がございます。ご了承の程何卒宜しくお願い申し上げます。

・The schedule is subject to change without notice. 
・The shuttle bus service is available exclusively for guests of ART HOTEL OSAKA BAY TOWER and SOLANIWA ONSEN.
・If the bus is full, please wait for the next bus available.
・The service may be canceled for vehicle inspection.
・Departures and arrivals may be significantly delayed due to accidents, traffic jams, or weather  conditions.

・時刻は予告なく変更する場合がございます。
・ご宿泊のお客様及び空庭温泉をご利用のお客様に限り、ご乗車いただけます。
・満席の場合はご乗車いただけない可能性もございますのでご了承くださいませ。
・車両点検の為、運行を中止する事がございます。
・シャトルバスは事故・渋滞・天候などにより出発・到着が大幅に遅延する場合があります。
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アートホテル大阪ベイタワー・空庭温泉発

Departure from
ART HOTEL OSAKA BAYTOWER / SOLANIWA ONSEN

ホテルユニバーサルポート発
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）

Departure from
HOTEL UNIVERSAL PORT (UNIVERSAL STUDIOS JAPAN)

2021.11/1～11/30

平日

運休中
Suspension of the
shuttle bus service

土・日曜日
11/2、11/22

7:30

運休中
Suspension  of the shuttle bus service
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SHUTTLE BUS TIME SCHEDULE

2021年10月現在

2台のうちどちらかのシャトルバスが送迎に参ります。

Please board the shuttle bus which has arrived at bus stop. 

・The schedule is subject to change without notice. 
・The shuttle bus service is available exclusively for guests of ART HOTEL OSAKA BAY TOWER and SOLANIWA ONSEN.
・If the bus is full, please wait for the next bus available.
・The service may be canceled for vehicle inspection.
・Departures and arrivals may be significantly delayed due to accidents, traffic jams, or weather  conditions.

・時刻は予告なく変更する場合がございます。
・ご宿泊のお客様及び空庭温泉をご利用のお客様に限り、ご乗車いただけます。
・満席の場合はご乗車いただけない可能性もございますのでご了承くださいませ。
・車両点検の為、運行を中止する事がございます。
・シャトルバスは事故・渋滞・天候などにより出発・到着が大幅に遅延する場合があります。
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アートホテル大阪ベイタワー・空庭温泉発

Departure from
ART HOTEL OSAKA BAYTOWER / SOLANIWA ONSEN

ホテルユニバーサルポート発
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）

Departure from
HOTEL UNIVERSAL PORT (UNIVERSAL STUDIOS JAPAN)

2021.12/1～12/31
2022.1/1～1/2

平日

運休中
Suspension of the
shuttle bus service

土・日曜日
12/31,1/1,1/2

7:30

運休中
Suspension  of the shuttle bus service

＊バスご乗車の際に整理券が必要です。前日よりフロントにて配布しております。

＊A ticket is required for the bus  . Please come to the front desk. 

＊緊急事態宣言等によりバスが運行休止となる場合がございます。ご了承の程何卒宜しくお願い申し上げます。



❶ ❷

1階へ降りた後右に曲が
り、高架下をくぐり、
直進してください。

❸
ユニバーサルシティ駅前交
差点を横断すると、
ホテルユニバーサルポート
（右側に黄色い建物）が見え
ます。

❹

※2019年8月1日現在

アートホテル大阪ベイタワー行き

メインゲートを出て、
左手方向に進み、
❷の写真のような
エスカレーターをご
利用の上、1階へお降
りください。

←❹

ホテルユニバーサルポート
の正面玄関前がシャトルバス乗り場で
ございます。

❶

メインゲートからバス停留所までの順路

❷

❸

←

※エレベーター、階段もございます
←
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※2020年1月20日現在

OCAT 大阪シティエアターミナル 発 乗り場（1F総合案内所前）
OCAT(OSAKA CITY AIR TERMINAL) Bus Stop (In front of 1F OCAT Information)

シャトルバスのりば
Bus Stop

シャトルバスのりば
Shuttle Bus Bus Stop

1F中央「総合案内所」前の正面(西)出口を出てスグ。
Pass the Front(West)Exit(1F)and you will see the bus stop
2台のうちどちらかのシャトルバスが送迎に参ります。
Please board the shuttle bus which has arrived at bus stop. 
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Hotel Monterey 
Grasmere Osaka
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