
送迎ルート / Pick-up Spot送迎ルート / Pick-up Spot送迎ルート / Pick-up Spot送迎時間 / Pick-up Time

安心の位置情報アプリ付！
Location app is available!

Bus Pick-Up
Service

サービス概要 / 

 

Service Overview

4 月で満３歳になる２歳児
2 year old child who will be 3 years old in April

< 対象年齢（Age）＞

< 運行について（About Servie) ＞
ノースクールの場合もチャイルドケアがある場合は運行します。
Even on no school day,  it will operate when child care is available.

積雪の場合・警戒レベル２以上の天候不良（台風・大雨・暴風）の場合
は運行をキャンセルいたします。
In case of snowfall, bad weather (typhoon, heavy rain, storm) of caution 
level 2 or higher the service will be cancelled.

お子様のお迎えはピックアップスポットにて行います.
Children will be picked up at the pick-up spot.

万が一、ピックアップ時間に遅れる場合は緊急連絡先へご連絡ください。
In case you are late, please contact us using the emergency contact 
information.

連絡がない場合の待ち時間は最大３分です
If you do not contact us, the waiting time is 3 minutes maximum.

お休みなどバス送迎サービスをご利用されない場合、返金できませんので
あらかじめご了承ください。
Please note that refunds will not be given, even if you do not use the bus 
transfer service such as holidays.

< 緊急連絡先 （Contact）＞ 090-3473-5597

申込フォーム / Application Form

お子様のお名前
(Child’ s Name)

年齢 (age)

連絡先電話番号
   (Cellphone )

         希望曜日
(Day of the week)

ピックアップスポット（Pick-up Spot）

歳

 クラス
(CLASS) Preschool 2      ・     Kinder Class 1     ・     Kinder Class 2     ・    Kinder Class 3         

Mon      ・     Tue     ・     Wed    ・    Thu    ・     Fri       

週回数 (Days Week) １回 2回 3回 4回 5回

片道 (One Way)

往復 (Round Trip)

￥4,400 ￥8,000 ￥10,800 ￥11,200 ￥12,000

￥8,800 ￥16,000 ￥21,600 ￥22,400 ￥24,000

月額料金 / Monthly Fee スポット料金 / Spot Fee

１回 (1 Time) ￥1,200

スポット利用はの前日の正午までにご連絡ください。
Please contact us by noon the day before to use the spot.
スポット利用のキャンセルは前日の営業終了時まにご連絡ください。
If you want to cancel the use of the spot, please contact us 
by the end of business hours the day before.

行き
On the way

帰り
One the way back

行き
On the way

帰り
One the way back

ルート（ROUTE）

②六本木・白金台方面①芝浦・三田方面

白金高輪

ピックアップスポット /時間　（Pick Up Spot / Time)

8:48＞
青山１丁目乃木坂六本木

麻布十番

Aoyama 1chomeNogizaka 

Azabujyuban 

8:518:43

9:18

8:30

東麻布センター
Higashiazabu Center ＞

赤羽橋
Akabanebashi 

9:21 9:23

東麻布センター
Higashiazabu Center

白金台駅
Shirokanedai 

9:11

白金高輪
Shirokanetakanawa 

9:15

Roppongi
広尾
Hiroo

9:05
＞ ＞

＞ ＞ ＞ ＞

ピックアップスポット /時間　（Pick Up Spot / Time)

14:48＞
青山１丁目乃木坂六本木

麻布十番

Aoyama 1chomeNogizaka 

Azabujyuban 

14:5114:43

15:18

14:30

東麻布センター
Higashiazabu Center ＞

赤羽橋
Akabanebashi 

15:21 15:25

東麻布センター
Higashiazabu Center

白金台駅
Shirokanedai 

15:11
Shirokanetakanawa 

15:15

Roppongi
広尾
Hiroo

15:05＞ ＞

＞ ＞ ＞ ＞

ピックアップスポット /時間　（Pick Up Spot / Time) ピックアップスポット /時間　（Pick Up Spot / Time)

六本木・青山・白金台ルート Roppongi / Aoyama / Shirokanedai route

芝浦・三田ルート Shibaura / Mita route

8:13＞
芝浦 4丁目

芝浦４丁目芝浦 1丁目
Shibaura 4chome 

8:14

8:098:00

東麻布センター
Higashiazabu Center ＞Shibaura 1chome

＞
8:22

三田・田町
Mita  / Tamachi＞

8:30

東麻布センター
Higashiazabu Center

14:13＞
芝浦 4丁目

芝浦４丁目芝浦 1丁目

Shibaura 4chome

Shibaura 4chome 

14:14

14:0914:00

東麻布センター
Higashiazabu Center ＞Shibaura 1chome

＞
14:22

三田・田町
Mita /  Tamachi＞

14:30

東麻布センター
Higashiazabu Center

※ルートや時間の詳細は検討中なので変更になる可能性があります。 (Details of route and time may be changed.)

Shibaura 4chome 



4 月で満３歳になる２歳児
2 year old child who will be 3 years old in April

バススポット / Bus Spots

位置情報アプリ / Location App

送迎中のお子様の位置を確認できる安心・便利なGPS アプリをご利用いただけます。アプリのご利用は無料です。右記QR
コードより「知らせてビューア」をダウンロードし、バスID：3469-6028-9482 を入力してください。
You can use GPS app that allows you to check the position of your child during transportation. The app is free to 
use. Please download “知らせてビューア” from the QR code on the right" and enter the bus ID:3469-6028-9482

①六本木 Roppongi 

In front of a building(Power House 
Roppongi ) opposite the front 
entrance of Midtown. 

ミッドタウン正面口向かいのビル
Power House Roppongi）の前。

〒106-0032 東京都港区六本木
７丁目１２－３ 

②乃木坂 Nogizaka 

In front of Family Mart (Family Mart 
Nogizaka Ekimae store)opposite 
the Kyu- Nogitei.

旧乃木亭向かいのファミリーマート
（ファミリーマート乃木坂駅前店）の前。

〒107-0062 東京都港区南青山
１丁目１５－１６

③青山 1丁目

パークアクシス青山 1丁目タワーの正面入口前。

In front of the entrance of Park Axis
Aoyama 1-chome Tower.

〒107-0062 東京都港区南青山
１丁目３－１

④広尾 HIroo 

広尾六幸館（１F商業施設のマンション）
の前 YSPark という美容室が同じビル
にあります。

〒106-0047  東京都港区南麻布
5丁目１５－２５

⑤白金台 Shirokanedai 

Near the entrance to Shirokane Children's 
Park. There is a bakery called Nishikawa 
next to the park.

〒108-0071 東京都港区白金台
２丁目２４－３

⑥白金高輪Shirokanetakanawa 

白金高輪ステーションビル入口付近。

〒108-0072 東京都港区白金
１丁目２７－６

⑦麻布十番 Azabu Jyuban 

麻布十番歯科・矯正歯科の前。

Before Azabujuban Dentistry / 
Orthodontics.

〒106-0044 東京都港区東麻布
３丁目８－８ 

⑧赤羽橋 Akabanebashi

〒106-0044 東京都港区東麻布
１丁目２９－１２ 

Aoyama 1chome

In front of Hiroo Rokukokan (1st 
floor commercial facility)There is a 
beauty salon called YS Park 
in the same building.

白金児童遊園入口付近。隣に
Nishikawa というパン屋さんがあり
ます。

Near the entrance of Shirokane 
Takanawa Station Building. In front of an apartment called 

Saint-Emilion. There is a trunk room 
called REISE BOX next to it.

サンテミリオンというマンションの
前です。
となりに REISE BOX というトランク
ルームがあります。

〒105-0023 東京都港区芝浦
１丁目６－４１ 

〒108-0023 東京都港区芝浦
４丁目２１－１

〒108-0023 東京都港区芝浦
４丁目２０－２ 108-0014 東京都港区芝

４丁目１６－１

SHIBAURA DAIMON

①芝浦・三田ルート

①芝浦１丁目Shibaura 1chome 

グローバルフロントタワーの正面入口前。
In front of the entrance of 
Global Front Tower.

②芝浦 4丁目Shibaura 4chome 

芝浦アイランドグローヴタワーの正面入口前。
In front of the entrance of Shibaura
IslandGrove Tower.

③芝浦 4丁目Shibaura 4chome 

芝浦アイランドブルームタワーの正面入口前。

In front of the entrance of Shibaura
Island Bloom Tower.

④三田・田町 Mita Tamachi 

カテリーナ三田タワースイートの正面入口前。

In front of the entrance of Catherina
Mita Tower Suite.

Bus

②六本木・青山・白金台ルート

Shibaura / Mita route

Roppongi / Aoyama / Shirokanedai route

090-3473-5597(Emergency)
03-3583-9025(School）

1

2

3

4


