
■Date of Application： Date          /Month         /Year              
2017.07.10

Application form tour bus parking of Roppongi Hills

Company Name

TEL FAX

Name Cellular Phone

Number of Buses

Bus Imformation Bus Company Size Motorcoach Medium-sized bus Microbus

□Tokyo City VIEW/Mori Art Museum　

☆Please checkmark. 　【 1.Group Reservation（15PERSONS or More)　・　2.FIT 】　

1. Please fill in description of time and date on this form, otherwise you can not reserve your bus.

2. There are not Bus parking place in Roppongi Hills, it will be taken about 10 minutes by bus from the Bus Porch.

  ＊Ｔhe Bus Porch is named 「PICK UP POINT A 」 for bus's group visitors at Roppongi Hills 1F.

  (We will give you a map of parking place from a staff when paying on the day at the Bus Porch,then a staff will guide you to the place.)

3. Please pay parking fees to a staff after guests getting off the Bus Porch before going to the parking place.

  (Payment is cash only on the day)

4. If you need to issue a receipt, please ask a staff when your payment at the Bus Porch.

5. We don't allow to be getting on and off of guests at parking place, so guests should be getting on and off by the Bus Porch

6. At the time of opening and closing Zepp Blue Theater in the parking place, in this case maybe wait for a little while.

7. Please use to park during  reservation hours, the nightly parking not allow.

Confirmation Form for Bus Parking 

Remarks

●In case of cancellation by the previous day, please fill in this form of blank, and send FAX to the Tokyo City View Reservation Center. 

   Please send FAX by 17:00 on the day before the reservation date.(+81-3-6406-6536)

●In case of cancellation on the day, please contact the Tokyo City View Reservation Center (+81-3-6406-6771).

※Privacy Policy

We will use your information according to this privacy policy based on Mori Building Co., Ltd. privacy policy.

In addition, please check the following URL for Mori Building Co., Ltd. Privacy Policy.

http://www.mori.co.jp/pp/privacy.html

 

＊Cancellation

：　　　　　　～　　　　　　：

Parking Fees Bus【　　　　　】Cars  ×　JPY3,000 　⇒ JPY

Payment
　Regarding payment, we would like to ask for a cash on delivery where the Bus porch at Roppongi Hills 1F.

　Please give this booking confirmation note to the a staff on the day.

Parking Date and
Time

Date Date 　  　   /Month 　　　　/Year
Parking hours should be punctual.

Time

Bus【　　　　　】Cars ×　JPY3,000

Visiting Purpose

□Roppongi Academyhills　　□Grand Hyatt Tokyo　　□Strolling in Roppongi Hills    □Other

＊Do not fill in form below

Arrival Date and Time
Date Date 　  　   /Month 　　　　/Year ≪Parking Hours≫

9：00～21：00
(Last Admisstion 19：00）Time ：　　　　　　～　　　　　　：

Contact Nunmber -　　　　　　-

【Reservation Center】

Group Name

Applicant
-　　　　　　- -　　　　　　-

確認書 バス状況表 リスト 送信 確認書 バス状況表 リスト
確認処理

TEL： +81-3-6406-6771  /  FAX： +81-3-6406-6536



団体バス乗降場

ミュージアムコーン前

森タワー センターループ 森タワー センターループ 

ver. 04.03.20

（車寄せ Ａ）
ヒルサイド1F

■団体バスの乗降場のご案内

乗降場ご利用の際の注意

お問い合わせ先

六本木ヒルズ インフォメーションセンター
０３－６４０６--６０００（１０：００～２１：００）

１．この乗降場は、乗降のみの利用場所です。駐車はできません。
　（ヒルズ内にバスの駐車場はご用意いたしておりません。ご了承いただきますようお願いします。)
２．この乗降場は、大型バス３台分しかスペースがございません。
　　混雑時などにはご利用いただけない場合があります。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
３．降車時は集合時間、場所等を確認の上、バスから降車するようにしてください。
  （集合場所がわからず迷われるお客様がたくさんいます。
　　団体バスの乗降場所（車寄せＡ）は『ヒルサイド１Ｆ ミュージアムコーン前』です。）
４．乗車時は皆様の集合を確認の上、バスに乗車するようにしてください。

５．乗降場での停車方法については係員の指示に従ってください。
６．場内では常に徐行し安全運転を実行してください。
７．場内は禁煙です。
８．場内で他の車、または施設などに損害を与えた場合には、すみやかに係員にお知らせください。
９．ヒルズ内への引火性爆発物、その他の危険物、他に迷惑を及ぼす恐れのある物品の持込は固くお断りいたします。
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