How to
purchase a ticket

Please show this page to a clerk at the bus ticket sales counter (バス乗
車券取り扱いカウンター ), and give instructions by pointing your finger.
To make clear the destination,
please open the applicable
timetable page and point at
your destination.

To take HANEDA AIRPORT EXPRESS, make sure to purchase a ticket in advance at the bus
ticket sales counter in Haneda Airport.
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Which bus should I take to go to ○○ ?

（○○に行くには、どのバスに乗ればいいですか？）

Example of reply: Go to No. ○○ Bus Stop and take a bus bound for ○○.
（回答例

○○番のりばの○○行きに乗ってください。）

（○○に行くにはどの停留所で降りればいいですか？）
時刻表冊子の該当ページを示してあげてください。）

I want to go to ○○. Please give me bus tickets for ○ adults and ○ children.

（○○までの乗車券を大人○枚、子供○枚ください。）

How much altogether?（いくらですか？）
Example of reply: ○○○○ yen.（回答例

Please put this baggage in the bus storage compartment.
（この荷物をトランクルームに入れてください。
）

Where should I get off to go to ○○ ?
→（回答例

Bus Stop (Drop off)

Is this bus
bound for ○○ ?（このバスは○○行きのバスですか？）
バスおりば
→ Yes.（はい） No.（いいえ）

○○○○円です。）

We will pay separately.（別々に支払いたいです。）
Where is the bus stop?（のりばはどこですか？）

→（回答例 のりば案内図を指差ししてご案内ください。）

→ OK.（はい）
I'm sorry we cannot put this baggage in the bus storage compartment.

（申し訳ございませんが、この荷物は収納できません。）

When and whom should I return the ticket?
（乗車券はいつ、誰に渡せばいいですか？）

→ The bus driver will collect it when you get on the bus.（乗車時に運転手が回収いたします。）
The bus driver will collect it when you get off the bus.（降車時に運転手が回収いたします。）
Is this seat vacant?（この席は空いていますか？）
→ Yes, have a seat please.（はい、どうぞお座りください。）
Sorry, it is already taken.（申し訳ございません。空いていません。）

