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■AP ハウスへのアクセス方法■ 
 

福岡空港より、高速バスを利用した AP ハウスへのアクセス方法は２つあります。天候や状況によりご判断ください。 

 

【高速バス（とよのくに号）チケットの購入方法】 

国際線ターミナル 1 階の案内所で購入してください。その際、その場で座席の予約をしてください。 

スーツケース、キャリーバッグ等、トランクへの預け荷物に関しては、1 人 1 個のみ可能です。 
 
 
 

①「別府北浜」で降車した場合 

（高速バス所要：約 125 分 運賃：3,250 円） 

高速バスを降車後、路線バスにお乗換えください。 

バス停は反対車線、トキハデパート前です。横断歩道を使い、道路を横断してくだ

さい。APU行きのバス停はトキワデパートのメインエントランス側にある、別府北浜①

番のりばです。 

またバス停からは大分交通 APU 行 50 番、55 番に乗車してください。 

降車場所は AP ハウス1・2寮生は「AP ハウス前」、APハウス5 寮生は終点「APU

立命館アジア太平洋大学」です。所要約 30 分、路線バス運賃は 570 円です。 
 
 
 
 
②「高速別府湾・APU」で降車した場合 

（高速バス所要：約 100 分, 運賃：3,140 円） 

サービスエリア裏手の階段を降り、APU に入構してください。 

途中、急な下り階段があります。 

日中の晴天時のみ、この経路をご利用ください。 

階段を下りると車道に出るので、気をつけて横断してください。 

所要約 15 分です。大きな荷物をお持ちの方にはお勧めできません。 

 

 

 

 

 

 

 

AP ハウスについての質問・お問合せは下記にお願いします。 

AP ハウス・オフィス （平日 10:00～16:30） 

Tel: 0977-78-1901  /  Email: ssc_bo@apu.ac.jp 

 

 

 

 

  

路線バス乗車の際は、整理券を取ってください。運賃支払いは降車時に整理券と一緒に運賃を運賃箱に入れてください。

（事前に小銭をご用意ください） 

急階段注意！ 
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■How to Access AP House■ 
 

There are two ways to access AP House from Fukuoka Airport when using a highway bus. 

Please decide which way you will take based on weather and other conditions. 

 

First you will need to purchase a highway bus “Toyonokuni”(とよのくに) ticket. 

Purchase the ticket at the bus ticket counter on 1F of the International Terminal Building. Make sure to 

reserve a seat at the counter. Passengers may stow one item of luggage per person in the bus storage 

compartment, such as a suitcase or carry-on bag. 

  

①Getting off at the “Beppu Kitahama”(別府北浜) bus stop: 

 (Time by highway bus: Approx. 125 min, Fare: 3,250 yen ) 

After getting off the highway bus, transfer to a local bus. The bus 

stop for the local bus is on the opposite side of the road in front of 

the Tokiwa (トキハ ) Department Store. To get there, cross the 

road by going through the crosswalk. You’ll find the Beppu 

Kitahama (別府北浜)① bus stop in front of the entrance of the 

Tokiwa department store. From the bus stop, take the No. 50 or 

No. 55 Oita Kotsu Bus bound for APU. Your stop will be “AP 

House Mae”（AP ハウス前 ）for AP House 1-2 residents, final stop 

“APU, Ritsumeikan Asia Pacific University” (APU 立命館アジア太平洋大学）for AP House 5 residents. 

The ride on the local bus will take approximately 30 min., and will cost 570 yen. 

 

 

②Getting off at the “Kousoku Beppu-Wan/APU” (高速 別府湾/APU) 

 bus stop: 

 (Time by highway bus: Approx. 100 min, Fare: 3,140 yen) 

Go down the stairs in the back of the Service Area and enter APU’s 

campus (on the opposite side of where AP House is located).  

The stairs are located outdoors and are steep. 

Please only use this route during the daytime and in clear 

weather.  

Descending the stairs will take you to a roadway. Please be careful 

when crossing it. 

The route after getting off at the bus stop takes approximately 15  

min. Use of this route by enrollees with large pieces of luggage is 

not recommended. 

 

 

 

 

 

For questions or inquiries regarding AP House, please contact the telephone number or email below: 

AP House Office (Weekdays 10:00 – 16:30)Tel: 0977-78-1901 / Email: ssc_bo@apu.ac.jp 

 

 

When getting on the local bus, please take a numbered ticket. Please pay the fare when getting off the bus 

by placing it in the fare box together with your numbered ticket (be sure to have small change ready in 

advance). 

 

CAUTION! Extremely 

Steep Staircase. 

↓別府北浜 Bus stop 




