会員限定割引（お気に入り路線サービス【利用回数】）
ご予約前にご利用路線を「お気に入り」登録していただくとご利用回数やご利用金額に応じて割引となる、使え
ば使うほどお得な高速バスネット会員様限定の割引サービスです。
会員登録がお済みでないお客様は「高速バスネット」にて新規会員登録を行ってください。
・
「ご利用回数」割引はご利用回数に応じて自動的に割引が適用となります。
・ご利用回数は、
「１名／回＝１ポイント（利用回数ポイント）
」でカウントし、
１名あたり「片道１回（１ポイント）
」
、
「往復２回（２ポイント）
」となります。
・利用回数ポイントは、乗車日の翌日にカウントされます。
（往復の場合は、復路の乗車日翌日に、往復分２回カウントされます。）
・有効期間は、乗車日（往復の場合は、復路の乗車日）から６ヶ月間となります。（６ヶ月後の末日まで）
・利用回数ポイントは、複数人数でご利用の予約の場合、人数分のポイントが予約した会員様に付与されます。
・ご登録の会員様が複数人数分の乗車券をまとめて購入する場合は、ご利用額が最も高額となる１名様分に対し
てのみ割引が適用となります。
（グループ全員が割引になりません。）

ｌ対象会員ｌ
本サービスは、会員登録に以下の会社を選択された会員様がご利用いただけます。
【対象】JR バス関東、JR 東海バス、西日本 JR バス、中国 JR バス

ｌサービス内容ｌ
「利用回数」割引はご利用の回数に応じて自動的に割引が適用となります。
■ポイントの獲得（カウント）について
・利用回数ポイントは、ご乗車日（往復の場合は、かえりの乗車日）の翌日にカウントされます。
・往復の場合は、復路の乗車日翌日に、往復２回分カウントされます。
・複数人数でご利用の場合は、人数分のポイントが予約した会員様にカウントされます。
・車内で購入した場合は、対象外です。

■ポイントの有効期間
・利用回数ポイントは、ご乗車日（往復の場合は、かえりの乗車日）の翌日から有効となります。
・ポイントはひと月ごとの合計で有効期間を管理します。
・有効期間は、ご乗車日の月の 6 ヶ月後の末日までです。
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■割引対象路線
・東京・新宿⇔京阪神線
・横浜・町田⇔京都・大阪線
・大阪・京都⇔金沢・富山線
・大阪⇔南紀白浜線
・大阪・神戸⇔徳島線
・京都・大阪・神戸⇔松山線
・京都・大阪・神戸⇔高知線
・京都・大阪⇔広島線
・京阪神⇔浜松・静岡線
・金沢・富山⇔名古屋線
・京都⇔舞鶴線
・大阪⇔岡山線
・大阪⇔名古屋線
・金沢⇔仙台線
・富山・金沢・福井⇔徳島・高松・高知線
・富山・金沢・福井⇔岡山・広島線
■割引内容
累積ポイント数（小数点域切り捨て）に応じて、下表の割引が適用されます。

適用
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3％

4％
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8％
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以降 10％

※10 円未満の端数は四捨五入
※バス車内でご購入の際は、ポイントによる割引が適用されませんのでご注意ください。
※ご登録の会員様が複数人数分の乗車券をまとめて購入する場合は、ご利用金額が最も高額となる 1 名様に対し
てのみ割引が適用となります。
（グループ全員が割引になりません。）

ｌ割引適用例ｌ
■例１：金沢・富山⇔名古屋線の場合
累積ポイント数・・・1pt（今回 2 回目の利用）
乗車人数・・・おとな 2 名（計 2 名）
乗車便・・・北陸ドリーム名古屋号（金沢～名古屋間、おとな片道：4,990 円）
●上記の条件の場合
金額・・・4,990 円×1 名（おとな）×97％（累積ポイント 1pt（3％引））＝4,840 円
4,990 円×1 名（おとな）＝4,990 円
合計 9,830 円（割引は、1 名様のみ適用となる。最も高額な 1 名）
（注意）乗車変更時の注意事項
利用回数割引により購入した乗車券の乗車変更を行う場合は、変更を行う時点の累積ポイントに応じた割引が適
用されますのでご注意ください。
購入日から変更日までの間に累積利用回数の一部が失効または新たに加算された場合は、変更時の割引率が変更
前と比べて減少又は増加しますので、差額の収受・返金が発生します。

会員限定割引（お気に入り路線サービス【利用金額】）
ご予約前にご利用路線を「お気に入り」登録していただくことでご利用金額に応じて割引となる、使えば使うほ
どお得な高速バスネット会員様限定の割引サービスです。
「利用金額」割引は、ご利用金額（総額）に応じて付与
される利用額ポイントにより割引が適用となります。

・利用金額ポイントは、ご予約 1 件ごとのご利用金額に応じて付与されます。
（ご予約後の乗車券の購入（支払い）方法により付与されるポイントが異なる場合があります。付与条件は路線
により異なりますのでご予約の際にご確認ください。）
・割引は、ご乗車されるお客様のうち、ご利用額が最も高額な 1 名様分の金額に対して適用となります。
※使用したポイントは、運休等・バス会社の都合で払い戻す場合を除き、払戻を行った場合は返還されません
ので、ご注意ください。
【対象路線】
東京地区と名古屋地区を運行する夜行高速バス（全区間対象）となります。
・ドリームなごや号
【注意】
・適用される割引条件は路線により異なります。
・ご予約後のご購入方法（クレジット決済・窓口購入・コンビニ決済）により同じご利用金額であっても獲得ポ
イント数が異なる場合があります。
（ご予約の際に付与条件等が表示されますので、ご確認のうえご購入方法を
お選びください。ただし、自動券売機でご購入の場合は、ポイントを適用した割引が適用されませんのでご注意
ください。
）
・ポイントには有効期限がございます。有効期限が経過すると獲得したポイントは無効となりますのでご注意く
ださい。
・ご利用金額ポイントによる割引が適用された乗車券を払い戻した場合、ご予約の際に使用したポイントは返却
されませんので予めご了承ください。
・複数人数分の乗車券をまとめて購入する場合、利用額が最も高額となる１名に対してのみポイントを使用でき
ます。５，０００円未満の乗車券を購入の場合、５００ポイントを使用されても１ポイント１円となります。
ポイントを使用して乗車券の購入後、払い戻しを行った場合は使用されたポイントは返却いたしません。
・コンビニ決済を選択してポイントを使用された場合、引取期限までに乗車券を購入されない場合もポイントは
返却いたしません。
※運休等、運行会社の都合により払い戻す場合はポイントが返却されます。
・会員割引サービスは、サービス対象路線の運行会社が提供するサービスです。
ご不明な点はご利用の路線の運行会社へお問い合わせください。

ｌサービス内容ｌ
■ポイントの獲得について
・ご利用金額ポイントは、ご予約 1 件ごとのご利用金額 100 円につき 1 ポイントが付与されます。また、ご購
入（お支払い）方法により下の係数を乗じたポイントが付与されます。
決済（購入）
方法
獲得ポイント

WEB（クレジット決済）
（※1）
予約同時決済

予約後決済

（※2）

（※3）

1.0 ポイント

1.0 ポイント

窓口購入

コンビニ購入

自動券売機

1.0 ポイント

1.0 ポイント

1.0 ポイント

※1 クレジット決済には、会員情報にクレジットカードの登録が必要です。
※2「予約同時決済」とは、予約と同時にクレジット決済をする購入方法です。
※「予約後決済」とは、一度予約を完了した後にクレジット決済を行う購入方法です。
■ポイントの有効期間
・利用金額ポイントは、ご乗車日（往復の場合は、かえりの乗車日）の翌日から有効となります。
・ポイントはひと月ごとの合計で有効期間を管理します。
・有効期間は、ご乗車日の月の 1 年後の末日までです。

ｌ割引条件ｌ
・お持ちの有効ポイントを使用すると以下の条件で割引が適用されます。
【使用可能ポイント】10 ポイントから
※累計ポイントが 10 ポイント未満の場合はポイントが使用できません。
【ポイント使用単位】10 ポイント
※10 ポイント単位でご使用いただけます。
【注意】
割引は、ご乗車されるお客様のうち、ご利用金額が最も高額な 1 名様分の金額に対して適用となります。また、
割引対象者の運賃額を超えてポイントを使用することはできません。
・1 ポイントあたりの割引額は使用したポイント数に応じて、下表のとおりとなります。
使用ポイント数（pt）

1～499pt

500pt 以上

1 ポイントあたり割引額

1円

10 円

■割引適用例
（使用ポイント数：600 ポイント）×（1 ポイントあたり割引額：10 円）＝割引額：6,000 円
・WEB（クレジット）決済をご利用いただくと、
「ネット割（2％引）」が適用となり、さらにお得です。
・ポイントを使用して割引が適用された場合は、使用したポイントは貯められたポイントから減算されます。
・500 ポイントを超えますと、1 ポイントあたりの割引も 10 円となります。また、500 ポイント未満となりま
すとすべてのポイントが 1 ポイントあたり 1 円となります。

■ポイントの使用方法
・獲得されたポイントは、次の方法でご利用いただけます。
インターネット決済・・・予約決済画面において、使用するポイント数を入力してください。
バス会社窓口・・・ご購入の際に窓口に「ポイント使用」の旨お申し出ください。
コンビニ決済・・・予約時（コンビニ決済選択後）に使用するポイント数を入力してください。
※上記、いずれかの方法で購入される場合もインターネット予約が条件となります。
※自動券売機でご購入の際は、ポイントによる割引は適用となりませんのでご注意ください。

