IAAS FORM 6

⑥ スクールバスご利用にあたっての注意事項

⑥School Bus Users Manual

・ スクールバスは West New York, Edgewater, Fort Lee, Paramus,

・ Our school buses go to West New York, Edgewater, Fort Lee, Paramus
and Ridgewood. We use bus stop spots for pick up and drop off for all
routes. We don't stop at each house.

Ridgewood 方面に運行しています。全ルートスポット制となり、
各家庭までの送迎はいたしておりません。
・ バススポットはご利用者の住所を確認し、最善の場所をリナルデ
ィトランスポーテーションが決定します。その際、そのスポット
利用の保護者と乗降ポイントを相談することはありますが、個人
的なリクエストは一切受けられません。
・ バスリストの時刻はバスの出発時刻ですので、必ずそれまでに準
備をすませ、バスをお待ち下さい。遅れた場合は待たずに出発す
る可能性がありますのでご了承下さい。
・ 欠席などバスのご利用をしない場合、バス添乗の先生にまず知ら
せ、園のオフィスにも欠席の連絡を入れてください。
・ バスの乗降スポットを日によって保護者の都合で変更することは
できません。また曜日によって場所を変えることもできません。
・ バスの座席を保護者同士で譲り合うことはできません。
・ バス料金の納入期限は毎月最初の乗車日までとなっています。遅
れることなくご納入をお願いいたします。長期の欠席がおわかり
の場合は、事前にご納入下さい。
・ 費用は年間費用を月割りで表しているものです。欠席、休園など
の場合もお席を確保しているため、費用の減額、返却はいたしか
ねますのでご了承下さい。また、バスの運行ルート及び座席に限

・ Rinaldi Transportation decides the pick up/drop off spot after we check
all the bus users' addresses. We may talk about the best spot with
parents/guardians, but we never take individual requests.
・ The time on the bus list is the departure time. Please be prepared and
wait for the bus before that time. The bus may leave without students
who come late.
・ When your child is not using the bus, please let the bus attending teacher
know first and also send Email to the IAAS office.
・ You can't change the pick up/drop off spot by day for any reason. You
have to use the same spot every time.
・ You can't give your child's spot to another child even if your child is
absent.
・ The due date for the bus fee is the first bus ride day of every month.
Please make a payment on time. If you plan to be absent from school for
a long term, please pay the fee in advance.
・ We can't reduce and/or refund when the school is closed or when your
child is absent because we are saving your child's seat. Please understand
the condition that not every child can use the bus service because bus
routes and seats are limited.

りがありますので、お申し込み頂いても必ず利用できるとは限り
ません。
・ ご利用は基本先着順といたしますが、ご自身の運転による送迎の
難しい事情がある方（お車がない、保護者の健康上の理由等）、
また 5 日往復利用の方を優先とさせていただきます。

・ The bus service is on a first-come-first-serve basis. Please understand
that we give priority to parents who can't drive their child
(e.g., Parent has no car or is sick, etc.) and whose child uses the bus
service for 5 days round trip.

