
使用料金  FEES

Payment of room,breakfast and telephone charges should be made upon check-in 
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角間ゲストハウス

利用案内

ﾊﾞｽ利用 Bus Information
・金沢駅から北陸鉄道バス「金沢大学」行に乗車

From Kanazawa Station Hokutetsu Bus Terminal
→「金沢大学中央」バス停下車約２分（約 35 分，350 円）

2 minutes walk from “Kanazawa Daigaku Chuo” bus stop
 (35 minutes, ¥350) 

タクシー利用 Taxi Information
・金沢駅→角間キャンパス （約２５分，約 2,600 円）

From Kanazawa Station(25 minutes, about ¥2,600)

自家用車利用 Private Car Information 
北陸自動車道「金沢森本インター」から約 25 分 
25 minutes from Kanazawa Morimoto Interchange 

Reservations for accommodation shall be made by proxy (a member of 
university staff). 

お問い合わせは・・・IFORMATION 
角間ゲストハウス管理人室（１０時から１９時まで）

Kakuma Guest House Office (10a.m.-７p.m.) 
TEL：076-264-5275 

金沢大学財務部財務管理課

Financial Management Division (8:30a.m.-17:00 p.m.) 
 TEL：076-264-6164
ATION MAP 

角間ゲストハウス KAKUMA GUEST HOUSE 
〒920-1192 金沢市角間町（金沢大学角間キャンパス内）  
Kakuma Campus, Kakuma-machi, Kanazawa-shi, 920-1192 
※宿泊料と電話代（実費）はチェックアウト時にお支払い下さい。

Payment of room and telephone charges should be made in cash upon check-out. 

宿泊料はチェックイン時に管理人室にてお支払い下さい。 

宿泊利用（１人1泊当り）Accommodation（1 person per night） 

区  分

Room Type 

室数

Numberstype 

宿泊料(1･3･5泊目) 
Room charges（1st,3rd,5th night） 

宿泊料(2･4･6泊目

Room charges（2nd,4th,6th ni

洋室ツイン

Western(twin) 

28㎡ 
2室 

1人利用3,600円 
(for single occupancy) 

2人利用2,800円 
( shared by two persons) 

1人利用3,000円 
(for single occupancy) 

2人利用2,200円 
( shared by two persons)

洋室ｼﾝｸﾞﾙ

Western(Single) 

19㎡ 

10室 3,100円 2,500円 

和室（8畳） 

Japanese 

(8 tatami mats) 

26㎡ 
2室 

1人利用3,600円 
(for single occupancy) 

2人利用2,800円 
( shared by 2 persons) 

3人利用2,800円 
( shared by 3 persons) 

1人利用3,000円 
(for single occupancy) 

2人利用2,200円 
( shared by 2 persons) 

3人利用2,200円 
( shared by 3 persons) 
使用申込手続 APPLICATI

角間ゲストハウスの各館内

ら角間ゲストハウスホームペ

希望年月日の空室状況をご確

からの予約は学内専用です。

Application for use of t
made up to 90  days 
internet reservation is 
LAN.When applying throu
form after checking room a
URL:http//www.ad.kanaza

宿泊の場合は，代理申請者
at Kakuma Guest House Office. 

ON PROCEDURE

施設の使用申込は，使用開始予定日の90日前か

ージより受け付けます。ホームページ上でご

認の上，申込入力して下さい。ホームページ

he facilities of Kakuma Guest House can be 
in advance through the Internet. The 

available only through the university 
gh the Internet, please submit the application 
vailability online. 
wa-u.ac.jp/ad_keiri/guest/guesthouse.htm 

（金沢大学の職員で利用予定者に代わって

申請を行う者）が申込できます。



         PURPOSE            ROOM PURPOSE BREAKFAST SERVICE 

このゲストハウスは，教育研究のために金沢大学に

来訪する方の宿泊及び，本学職員の福利厚生等に使用

することを目的としています。

The purpose of the Guest House is to accommodate 

guests(including visiting lecturers and researchers), 

as well as to provide a location for welfare and social 

gatherings of University staff. 

洋室（ツイン 2 室，シングル 10 室） 

Western(Twin:2,Single:10) 

・学外来訪者等の宿泊

Accommodation of gue archers)

和室（8 畳 2 室） 

Japanese(8 tatami mats, 2 rooms) 

・学外来訪者等の宿泊

Accommodation of gue archers)
・本学の職員と学外来訪者

Social gatherings betw
・本学の職員の福利厚生等

University staff recrea ny, Go, Shogi etc.)

設 置 目 的 館内施設の概要

                      

PERIODS AND TIMES OF USE 使用期間・時間

〈宿泊利用〉〈Accommodation〉 
○宿泊可能期間 連続 する 6 泊 7 日以内

Not more than 6 consecutive nights
○チェックイン 15 時から 21 時まで Check-in 3-9 p.m.

○チェックアウト 10 時まで Check-out by 10 a.m.

〈懇談会・福利厚生等の利用〉 

〈Gatherings and other recreational use 〉 

○連続する 7 日以内で，各日 9 時から 21 時まで使用できます。

Not more than 7 consecutive days. 9 a.m.-9 p.m.

〈休館日〉〈Closed days〉 

○宿泊利用：12 月 27 日から翌年の 1 月 3 日まで,夏季一斉休業日，角間団地電気設備定期点

　Accommodation : December 27th-January 3rd, Summer vacation, Power failure days acc

scheduled inspection of Kakuma Campus electrical facilities
○懇談・福利厚生等の利用：土曜日，日曜日，祝休日，12 月 27 日から翌年の1 月 3 日まで

  角間団地電気設備定期点検実施日   

Gatherings and other recreational use(meetings, club exhibitions, etc.) : Weekends an

December 27th-January 3rd,Summer vacation, Power failure days accompanying the sche
Kakuma Campus electrical facilities

※上記の使用可能期間・時間及び休館日は変更する場合があります。

There may be unscheduled changes to the above periods and times.
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