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名古屋駅貸切バス乗車システム名古屋駅貸切バス乗車システム名古屋駅貸切バス乗車システム名古屋駅貸切バス乗車システム名古屋駅貸切バス乗車システム名古屋駅貸切バス乗車システム

名古屋駅貸切バス乗車システム運営協議会

８月１日予約受付分より、貸切バス乗車場（名古屋駅西口）の
申し込みがインターネット予約になります！

予約方法、注意事項は裏面をご覧ください。

平成26年８月１日より

・予約カレンダーで、利用日・利用時間の「空車確認」ができます。
・２４時間いつでも、お申込みが可能です。

〈予約からご利用までの流れ〉
会員登録（ユーザー登録）

❶名古屋駅貸切バス乗車予約システムへ
アクセス

❷ご利用の前に「ユーザー登録」をして
いただきます。登録が完了しますと
「お客様MYページ」が表示されます。

http://meieki-buspark.com/

ここが
便利！
ここが
便利！

アクセス先▶

〈トップ画面〉

〈ユーザー登録ページ〉

〈MYページ〉

〈ユーザー登録ページ〉
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予　約

利用料金のお支払い

利用バスバースの回答

利用証の発行

利用日当日

〈名古屋駅貸切バス乗車予約センター〉
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-27-2日本生命笹島ビル16F

TEL：052-533-1772 FAX：052-533-1773
Eメール ： meieki-buspark@gp.knt.co.jp
営業時間：平日=9:30 ～ 17:30  土・日・祝・年末年始=休業 

●カレンダーでご利用日の空き状況を確認した後、
予約画面から予約開始できます。
●予約が完了したら、ご登録いただいたメールアドレス
へ「予約内容確認書兼請求のご案内」が送付されます。

●変更・取消もシステム内で行えます。
●インターネットでの予約受付は、ご利用日の前日から
起算して8日前迄になります。

●指定された日までにご利用料金（システム運用負担金）
をお支払いください。
＊８月１日以降、振込先が変更と
　なりますのでご注意ください。

●ご利用日の前日から起算して7日前までに、
ご利用いただけるバスバース「A」または「B」を
メールにてお知らせいたします。

●ご利用料金のご入金を確認した後、ご利用日の前日
から起算して7日前以降、予約システムのMYページ
から「名古屋駅貸切バス乗車システム利用証」を
お客様自身でダウンロードし印刷してください。

●ご利用当日は、印刷した
「名古屋駅貸切バス乗車システム利用証」を
バス正面に掲出してください。

●予約受付開始日：毎月1日より翌月末日のご利用分
まで受付します。

●利用時間帯：6時40分～ 12時10分
上記時間帯内で、毎時00分・10分・20分・・・と、
10分間隔での申し込みとなります。
※上記時間帯以外のご利用については、予約の必要
はありません。
●利用時間：配車から出発まで10分以内のご利用と
なります。
●5台以上の台数口のご利用については、前々月の1日から
受付します。予約センターへお問い合わせください。

利用料金の振込先（8月1日以降）
●口座名：名古屋駅貸切バス乗車システム運営協議会
　三菱東京UFJ銀行 笹島支店 
　普通預金口座　NO.0078327
　＊7月31日までの振込先は、現行通りです。

バスバース位置図
［JR名古屋駅 太閤通口（西口）側］
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〈例〉8月1日申し込みの場合は、9月30日ご利用分まで受付可能です。
　　9月1日申し込みの場合は、10月31日ご利用分まで受付可能です。

〈カレンダー〉

8/1 9/1 10/319/30 10/1

8/1申込の場合の受付（9/30ご利用分まで）

9/1申込の場合の受付（10/31ご利用分まで）
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