リムジンWeb（法人版）利用規約
＜更新履歴＞
更新日

更新概要

更新箇所

2011年7月1日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ
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・退会手続き方法の変更
・システム稼働時間の変更
・利用できるサービス項目の追加
・推奨環境の変更
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2012年5月16日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更
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2014年5月16日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ

2015年4月1日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ

2015年6月25日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更
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2016年3月1日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ

2016年4月4日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ

2016年7月28日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

2,3ページ

2017年11月28日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更
・ご利用の際の注意事項を追加

2,4ページ

2018年1月10日

・仮パスワード有効期間の変更
・ご予約の取消し手続きのお願い

4,5ページ

2018年7月6日

・サービス提供範囲（適用路線）の変更

3ページ

2018年7月6日
営業部営業販売課

リムジンWeb 法人版（以下、本サービス）は会員制です。本サービスは東京
空港交通株式会社（以下、弊社）がインターネット上で運営する、エアポート
リムジン予約サイト（以下『当サイト』）をいいます。
ご利用いただきます際には、以下の『リムジンWeb法人会員規約』を設けてお
りますので、本規約にご同意の上、会員登録のお申し込みをお願いします。
なお、本サービスは会員登録及び会員維持のための料金は一切いただきません。
〔第１項〕
本サービスの範囲
（１）当サイトにて会員登録後に利用できる『予約登録』は本サービスでの
予約可能路線（以下表内）についてお取扱いいたします。
＜空港行き＞
発

地

東京ｼﾃｨｴｱﾀｰﾐﾅﾙ

行 先
→

予約可能なご乗車停留所

成田空港
大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ／星のや東京

東京駅・日本橋ｴﾘｱ

→

成田空港

東京駅八重洲北口（鉃鋼ビル）、東京駅丸の内北口（丸ノ
内ﾎﾃﾙ）、ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾘｴﾝﾀﾙ東京、ｼｬﾝｸﾞﾘ・ﾗﾎﾃﾙ東京、ｱﾏﾝ
東京、

成田空港
新宿ｴﾘｱ

新宿駅西口、新宿高速バスターミナル（ﾊﾞｽﾀ新宿）、京王
ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ、ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京、ﾋﾙﾄﾝ東京、新宿ﾜｼﾝﾄ

→
羽田空港

ﾝﾎﾃﾙ、小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰｻｻﾞﾝﾀﾜｰ、ﾊﾟｰｸﾊｲｱｯﾄ東京、
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ新宿

羽田空港

→

池袋ｴﾘｱ

→

目白・九段・後楽園
ｴﾘｱ

成田空港

羽田空港第1旅客ﾀｰﾐﾅﾙ、第2旅客ﾀｰﾐﾅﾙ

成田空港
羽田空港

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ、ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ、ｻﾝｼｬｲﾝﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ

成田空港

ﾎﾃﾙ椿山荘東京、東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

→
羽田空港
ｳｪｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ東京、ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ東京、東京ﾏﾘｵｯﾄﾎﾃﾙ、
成田空港

恵比寿・品川ｴﾘｱ

→

京急EXｲﾝ品川駅前、品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ、ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽさくらﾀﾜｰ
東京、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ高輪、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪、

羽田空港

品川駅港南口7番（ｽﾄﾘﾝｸﾞｽﾎﾃﾙ東京ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ）
（成田空港行のみ）

芝ｴﾘｱ

→

成田空港

ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京、東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ、芝ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ

羽田空港

ｱﾝﾀﾞｰｽ東京、ﾎﾃﾙ ｻﾞ ｾﾚｽﾃｨﾝ東京芝
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二子玉川・渋谷ｴﾘｱ

→

成田空港

成田空港
赤坂・六本木ｴﾘｱ

→

ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ東急ﾎﾃﾙ、渋谷ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急
二子玉川ﾗｲｽﾞ・楽天ｸﾘﾑｿﾞﾝﾊｳｽ、二子玉川駅
ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ、赤坂ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急、ｻﾞ・ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ
東急、ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ、ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京、
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄ東京、ｻﾞ･ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝ東京（成田空港線

羽田空港

のみ）、東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ紀尾井町、ｻﾞ・ﾌﾟﾘﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ
東京紀尾井町

竹芝ｴﾘｱ

→

お台場・有明ｴﾘｱ

→

浅草・錦糸町・東陽町
豊洲ｴﾘｱ

→

成田空港

ﾎﾃﾙｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ

成田空港

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ有明、東京ﾍﾞｲ有明ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ、

羽田空港

ﾋﾙﾄﾝ東京お台場、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京 台場

成田空港

浅草ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ、東武ﾎﾃﾙﾚﾊﾞﾝﾄ東京、ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21東京、

羽田空港

東陽町駅（羽田線のみ）、豊洲駅（成田線のみ）

成田空港
銀座・日比谷・汐留ｴﾘｱ

天王洲ｱｲﾙ（第一ﾎﾃﾙ東京ｼｰﾌｫｰﾄ）、

→
羽田空港

ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ東京、ｻﾞ ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ東京汐留、
ｻﾞ･ﾍﾟﾆｼｭﾗ東京、ｺｰﾄﾔｰﾄﾞ ・ﾏﾘｵｯﾄ銀座東武ﾎﾃﾙ、
ｺﾝﾗｯﾄﾞ東京、帝国ﾎﾃﾙ、ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京、第一ﾎﾃﾙ東京、
三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ銀座ﾌﾟﾚﾐｱ（成田空港行きのみ）
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾎﾃﾙ、ｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ、

→

成田空港

ﾋﾙﾄﾝ東京ﾍﾞｲ、ｻﾝﾙｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ東京、東京ﾍﾞｲ舞浜ﾎﾃﾙｸﾗ
ﾌﾞﾘｿﾞｰﾄ、東京ﾍﾞｲ舞浜ﾎﾃﾙ、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 、

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄｴﾘｱ

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰﾎﾃﾙﾐﾗｺｽﾀ、
→
←

羽田空港

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ（※）、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ（※）
※ﾊﾟｰｸ停留所は羽田空港発のみご予約を承っております。

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾌﾟﾗﾅ東京ﾍﾞｲ、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮ
新浦安ｴﾘｱ

→

成田空港

ﾝﾎﾃﾙ:ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾎﾃﾙ:ｳｨｯｼｭ、

東京ﾍﾞｲ東急ﾎﾃﾙ
新浦安駅、日の出公民館、ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾎﾃﾙｴﾘｱ、
新浦安ｴﾘｱ

←

羽田空港

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾌﾟﾗﾅ東京ﾍﾞｲ、潮音の街
※羽田空港→新浦安地区方向のみご予約を承ります。

熊谷ｴﾘｱ

→

羽田空港

籠原駅南口、熊谷駅南口、森林公園駅北口、坂戸駅
南口
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(２)本サービスで利用できるサービス
・乗車予約
・予約の変更
・予約の取り消し
【ご注意]
・本予約サイトは予約機能のみのシステムです。
システムを通した決済機能はございませんので予めご承知おき下さい。
・お支払いはご利用当日のみ、バスターミナル・ホテルなどご出発地での
対応となります。
※クレジットカードならびに交通系ＩＣカードは一部のりば・路線においてご利用
頂けませんのでリムジンバスＷＥＢサイトにてご確認ください。
※契約旅行会社発行の船車券もご利用頂けます。

(３)本サービスの提供時間
00：00～24：00 （24時間稼働）
(４)本サービスは携帯電話サイトからのご利用はできません。
(５)予約数制限
1度に取得できる予約は大人、小人あわせまして9名様までです。1件につき
10名様以上の予約はお電話にてお願いします。お持ちになれる予約件数の
制限はございません。
〔第２項〕会員登録
利用者を特定できない危険性があるメールアドレスを利用した会員登録を
弊社ではお断りします。 法人会員登録は弊社にて行います。仮パスワードを
発行いたしますので、本規約に同意され継続して本サービスの利用を希望の
場合は、パスワードの変更をお願いします。
パスワードを変更されたとき、本規約に同意されたものとみなします。
〔第３項〕利用者への通知
規約内容が変更になった場合、登録のアドレスへ電子メールにてお知ら
せいたします。
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〔第４項〕予約
予約は、〔予約番号〕が発行された時点で成立します。電子メールでは
お知らせいたしません。予約の取消しが発生した際には速やかに、その
処理をお願いいたします。※自動取消し機能はございません。
頻繁に同類の行為（取消し作業を伴わない不乗車）を行いますと弊社より
利用者へお問い合わせをする場合があります。悪質と判断される場合には

本規約第６項（２）を適用いたします。
〔第５項〕

利用者情報の取り扱い

－利用者情報の開示－
弊社は、当サイトに登録されたデータを会員の同意を得ずに第三者に開
示することはありません。但し、以下の場合は、本人の同意なく登録内
容を開示することがあります。

会員が第三者に不利益をおよぼすと判断される場合、弊社は会員データ
を当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。
裁判所、またはこれに準じた権限を有する機関から会員データについて
の開示を求められた場合、情報を開示できます。
－利用者情報の使用－
弊社では利用者が登録した情報を本サービスの利用動向の分析や調査に

使用する場合があります。またその結果得られた統計情報（利用者を特
定できない情報）を開示する場合があります。
弊社は登録した住所またはメールアドレスを本サービスに関する通知、
ダイレクトメール等の送付のために使用する場合があります。
〔第６項〕 利用者の責任
（１） 利用者の『ユーザーID』 『パスワード』は不正利用が行われないよう、利用

者自身の責任で管理してください。利用者が自ら行った行為および自己の
ユーザー名（ID）によりなされた行為は、自らの行為の有無、過失の有無に
かかわらず、その責任を当該利用者が負担するものとします。利用者は本
サービスを利用できる適切な利用環境（機器、ソフトウエア等）を自らの責任
と負担において設置してください。
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利用者の設備等により発生した本サービスの不具合及び、それがもたらした
諸影響を弊社では一切の責任を負いません。
（推奨環境：Microsoft Internet Explorer 6.0、7.0、8.0またはFirefox 3.6）
（動作確認済み：Microsoft Internet Explorer 9.0、10.0、11.0）
（２）

利用者は本利用規約及びインターネット利用のマナーやモラル・技術ルール
を遵守していただきます。利用者が本規約に反した行為や不正、不法行為を
働いたことにより弊社が損害を被った時には、該当利用者に対して本サービ
スの利用中止や損賠償請求を行う場合があります。

〔第７項〕退会
（１）会員は所定の手続きを行うことにより、退会することができます。
（２）前項以外に、会員の不正行為やシステム更新など、弊社の判断や都合に
より会員登録を解除する場合があります。その場合、事前に会員への通
知または弊社ホームページにてお知らせします。
〔第８項〕

規約の変更

本規約を変更することがあります。その場合は電子メールにてお知らせ
いたします。
変更された規約に同意されない場合は、退会の手続きをお願いします。
規約変更通知後、14日を経過しても退会されない場合、新しい規約に同
意されたものとみなします。
本サービスのお問い合わせ先
東京空港交通株式会社

営業部営業販売課

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４２－１
TEL:03-3665-7223 FAX:03-3665-7238
e-mail:eigyo_agent@limousinebus.co.jp
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