
電話予約を行い、
バスよりも家の近くで乗車でき、複数で乗合いながら
決められた目的地に行ける乗り物です。

どんな乗り物？

どうやって予約するの？
（１）予約オペレーター（0570-03-0230）に電話

【受付時間 午前７時３０分〜午後３時３０分】

①氏名 ②電話番号 ③出発時間又は到着時間
④出発場所 ⑤目的地 を伝える

※最初の利用の際に、お名前、性別、年齢、住所、電話番号を伺います。

「〇〇様ですね。承りました。
それでは、１０時２０分に２番『新外』に伺います。
また、目的地には１０時４０分頃に到着予定です。
なお、出発場所での乗車時間や目的地での下車時間は、
運行、道路状況等により前後する可能性があります。
ご了承ください。」

（２）乗車
予約完了

・予約した出発場所にお迎え
に行きますので、乗降ポイ
ントの前でお待ちください。

・出発場所で利用者が確認で
きない場合は出発します。（３）降車

・降りる際には、料金（現金）を
料金箱に入れてください。

予約の連絡先
０５７０ー０３ー０２３０

 複数で乗合いながら運行するバスのため、「出発場所での乗車
時間」や「目的地での下車時間」はご希望通りとならない場合
があります。

 移動できる場所は、裏面の乗降ポイント間のみです。
 乗車してからの予約内容の変更や途中下車はできません。
 予約時間に出発場所で利用者が確認できない場合は、バスは発

車します。
 予約の取り消しは、予約オペレーターに事前にご連絡ください。

予約オペレーター

無料期間 令和２年１０月５日（月）から１０月１６日（金）の平日のみ
いつ乗れる？

注意点

どこへいけるの？
病院
・市⺠病院
・遠藤整形外科クリニック
・だんばら内科クリニック
・井上医院 など
スーパーマーケット
・生鮮館やまひこ小牧店
（名鉄間内駅）

・バロー春日井⻄店
・エクボ上田楽店 など

有料期間 令和２年１０月１９日（月）から１１月２０日（金）の平日のみ

その他
・第２グレイスフル春日井
・牛山南部学習等供用施設
・鷹来公⺠館
・上田楽運動広場
・ＪＡ尾張中央田楽支店 など

「牛山町の〇〇、電話番号は〇〇〇〇〇〇〇です。
本日、１０時頃に２番『新外』を出発して、１０１番
『市⺠病院』に行きたいです。」

スマートフォンをお持ちの方は、次のＱＲコードから専用
サイトにアクセスして上記と同様の予約をお願いします。

鉄道駅
・名鉄牛山駅
・名鉄間内駅

土・日・祝日は運休です

乗り換え案内
〇市役所、ＪＲ春日井駅に行きたい方

⇒１０１番『市⺠病院』でシティバス又は名鉄バスに乗り換え
〇ＪＲ勝川駅に行きたい方

⇒４０４番『鷹来公⺠館』で名鉄バス（南町屋）に乗り換え
〇小牧方面に行きたい方

⇒２０２番『名鉄間内駅』で小牧市バスに乗り換え

裏面の★や●の乗降ポイントにいけます

運行時間 午前８時から午後４時まで

【受付時間 午前７時３０分〜午後３時３０分】
【受付開始日 令和２年１０月５日（月）】

※インターネットでの予約は２４時間受付可能です。

はあとふるライナーミニ
（予約型バス）の をします！！

 １台あたりの定員は７名（内１名は車いす専用）とします。
 新型コロナウイルス感染症対策としてマスク着用をお願いします。
 実証実験後に実施するアンケート調査にご協力をお願いします。
 実験中もかすがいシティバス北部線は運行しています。

その他

※即時予約を含め、利用予定日の１週間前から予約できます。



かすがいシティバス北部線の見直しのため、牛山区交通検討会などと
春日井市は、ワゴン車による定時定路線型バスと予約型バスの実証実験
を通して、地域にふさわしい乗り物の検討を進めています。
今回は、『予約型バス』の実証実験のご案内です。
皆様にご利用いただきご意見をいただくことで令和３年から新たに運

行するサービスを見直しますので、是非ご活用ください。

〜予約型バスの乗降場所〜

★目的地となる乗降ポイント ●地域の乗降ポイント

101 市民病院 1 新外 20 若草 39 市塚 58 上町屋

102 鈴木医院 2 新外 21 寺田台 40 柳坪 59 上町屋

103 だんばら内科ｸﾘﾆｯｸ 3 新外 22 寺田台 41 柳坪 60 南町屋

104 井上医院 4 西行 23 さつき台 42 新開 61 南町屋

105 遠藤整形外科ｸﾘﾆｯｸ 5 西行 24 新田東 43 石塚 62 大縄手

201 名鉄牛山駅 6 新栄 25 新田中 44 石塚 63 大縄手

202 名鉄間内駅 7 新栄 26 新田中 45 ビレッジ

301 エクボ上田楽店 8 北野池 27 新田西 46 ビレッジ

302 バロー春日井西店 9 北野池 28 蓮原 47 坊中

401 牛山東部公民館 10 あかつき 29 蓮原 48 廻間

402 牛山南部学習等供用施設 11 あかつき 30 郷中 49 宮後北

403 上田楽運動広場 12 ひかり台 31 郷中 50 宮後南

404 鷹来公民館 13 ひかり台 32 東脇 51 宮後南

405 牛山ふれあいの家 14 間内 33 東脇 52 坊ノ越

406 第2グレイスフル春日井 15 間内 34 梅林 53 北条

407 ＪＡ尾張中央田楽支店 16 南川脇 35 梅林 54 北条

408 ハニーシュガー 17 南川脇 36 新明 55 南条

409 ローソン春日井田楽店 18 皿屋敷 37 新明 56 冨士

410 天神社 19 若草 38 市塚 57 北植田

実証実験に関する問い合わせ先
予約オペレーター（ナビダイヤル）☎0570-03-0230

受付時間 午前７時３０分〜午後３時３０分

春日井市まちづくり推進部都市政策課 ☎0568-85-6051

＜利用料金表（１乗車）＞
大人 200円 小学生 100円

７５歳以上の高齢者※ 100円

運転免許自主返納者※ 100円

妊婦※ 100円

未就学児 無料

障がい者とその付添人(1名まで)※ 無料
※シティバスでご利⽤いただける各カード及び⼿帳を運転⼠に提⽰
※⽀払いは現⾦のみ（回数券・1⽇乗⾞券の使⽤は不可）


