
ご予約
方 法 お電話1本 → 振込用紙送付 → 郵便局よりお振込み（振込手数料当社負担）

0120-105 114時来夢希ツアー
専用ダイヤル

　～女性だけの日帰り観光バスの旅～

（ヘッド・フット・レッグ）
レスト付ワイドシート

1グループ18名様以上で
貸切運行いたします。

詳しくは係員にお尋ね下さい。

ご　案　内
グループ特典：10名様以上でのご
参加は（ご指定の場所1 ヶ所）無
料送迎いたします。

お車にて当社へお越しのお客様は
無料で駐車いただけます。台数に
限りがあるため受付順となります
ので、お申し込み時に必ず駐車予
約をお願いいたします。

27

’17年3月〜7月

乗車場所のご案内

黒色出発日= 日本タクシー本社　　 →JR岐阜駅→日タク観光バス愛知営業所　

青色出発日=日本タクシー本社　　 →日タク観光バス愛知営業所　 →一宮駅　　　　「旧織姫の像」前
※ 各乗車場所での詳しい出発時間は、ご送付する最終行程表にてご確認下さい。
　 なお、お早めにお知りになりたいお客様はお申し込み時に係員までお尋ね下さい。

色分けされた出発日によりバス乗車場所が異なり
ますのでご注意下さい。

落ち着いた上質なおもてなし
エクセルクルーザー
ツアーバス

特典
参加者にはポイントカードを進呈。ポイントが貯ま
ればもれなく図書券の他、抽選で豪華賞品をご用意
しております。

こだわり　　　　　女性の皆様に
癒し・ゆとり・リフレッシュ
をテーマに心満たす旅をご提案いたします。

と き め き

このマークのコー
スに限り男性もご
参加いただけます。

花の開花とは関係
なく催行致します。
（全コース共通）

ご夫婦OK!
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十六銀行

シェルG.S.N

名鉄岐阜駅 田神駅

西日本
キャンパック

岐阜信用金庫本店 ろうきん

ワークプラザ岐阜スギ薬局

三菱
ショー
ルーム

  当 社
 （P有）

長
良
橋
通
り

ロフト

安全性評価にて
最高の“三ツ星”
を取得しています!

●集合場所は一宮駅もございます。（青色出発日）

●25名様迄の少人数限定。  ●行程時間に余裕をみています。
●ゆっくりお過ごしいただくため、ガイドではなく
　ツアーアテンダントがお伴いたします。飲物・おやつをご用意！
●足下ゆったりの中型バスにて運行。
　（状況によりツアーバス以外の車両で運行する場合もございます）
●バス車内は 禁煙・カラオケは行いません。

春は桜。ゆっくりお花見はいかが…
J-04c-10

※桜の開花とは関係なく催行致します。

そのまま海津大崎に上陸し、散策いただけます！

びわ湖

グラツィエのフレンチ

出発日  4/9（日）

湖上から眺める絶景の桜並木！

海津大崎 桜クルーズと

各地（7:00〜7:35）〜海津大崎 桜クルーズ（乗船・上陸）…
北ビワコホテルグラツィエ（昼食）…黒壁スクエア（散策）〜
ローザンベリー多和田（ショッピング）〜各地（17:40〜18:10）

さくら名所100選！

ご夫婦OK!

13,800
出発日1本限定

※岐阜駅での
ご乗車はで
きません。

日曜日
限定企画

c-09

出発日  4/12（水）

老桜をはじめ、樹形の美しい桜をご鑑賞!
14,800

出発日1本限定

各地（7：40〜8：30）〜杵原学校（昔なつかしの授業）〜ラ
ンプドバレー（昼食）〜桜守の旅（桜案内人と見学）〜山
都飯田（苺スイーツ食べ放題）〜各地（17：30〜18：15）

ランプドバレーの西洋料理と
桜案内人と行く1本桜

南
信
州

ランプドバレー

〜桜案内人と行く
桜守の旅〜

桜にまつわる歴史、物語
などをご案内致します。
飯田の名所「1本桜」を巡
ります。

J-04c-08

16,800
 ここでしか食べられない富山名物“白エビ料理”！

各地（7：20〜8：10）〜磯料理の老舗
松月（昼食）〜松川七橋桜めぐり（遊
覧船乗船）〜ますのすしミュージアム

（見学）〜各地（19：10〜19：55）

出発日  4/7（金）  4/11（火）

※雨天の場合、松川七橋
めぐりから広貫堂資料
館の見学となります。

“城下町松川七橋桜めぐり”
白エビ懐石と
富山松月の

白エビをすって焼く
名物“福団子”

桜が
綺麗です！

出発日  4/6（木）  4/10（月）

各地（7：40〜8：30）〜
①“桜の小枝”を交換するロマンチックな儀式を体験
②数種類の“竹筒”を器にしたそばやお刺身などをご賞味
③一新された“北○船主通り”にある西洋館をご見学
〜各地（17：50〜18：35）

c-07

13,800
最もかわいらしい桜のお祭りにご参加!

桜ミステリーツアー
「花換えしましょう!」
と桜の小枝を交換。
交換する程、幸せが宿る
といわれております。

ご夫婦OK!

各地（7：40〜8：30）〜オーベルジュエス
ポワール（昼食）〜バラクライングリッシュ
ガーデン（見学）〜蓼科チーズケーキ工房

（ショッピング）〜各地（18：50〜19：35）

c-06

14,800
大自然の中で楽しむ信州フレンチをどうぞ!

出発日  6/23（金）  6/26（月）

蓼科

信州の厳選された食材を、ゆったりとし
た時間の中で味わっていただけます。

日本初の本格的英国式庭園です。咲き誇るバラをお楽しみ下さい。
5日間限定のイベント “バラクラフラワーショー”

バラクライングリッシュガーデンの
フラワーショー

エスポワールのフレンチと

各地（8：00〜8：50）〜旧三井家下鴨別
邸（見学）〜キエフ（昼食）〜京都御所一
般公開（見学）〜各地（18：30〜19：15）

歴代の天皇が暮らしてきた歴史ある
宮殿を肌で感じていただけます。

京都御所一般公開
キエフのロシア料理と京都

京都御所一般公開
ロシアレストラン
キエフ

c-05

12,800
古都で珍しいロシア料理に舌鼓！

出発日  4/20（木）  6/2（金）

珍しいロシア料理のフル
コースです。ロシア名物ボ
ルシチやビーフストロガノフな
どをお楽しみ下さい。

平成28年10月公開
近代京都の名建築
豪商・旧三井家の別邸

各地（7：40〜8：30）〜芦屋モノリス（昼食）〜谷崎潤
一郎記念館（見学）〜虚子記念文学館（見学）〜吹田
SA（ショッピング）〜各地（18：00〜18：45）

名作「細雪」を書き上げた文豪
谷崎潤一郎の記念館や俳人高浜
虚子の文学館など、芦屋の芸術に
触れていただけます。

谷崎潤一郎記念館

文学の街探訪
芦屋モノリスのフレンチとc-04

14,800
旧逓信省のレトロな建築物にて本格フレンチ！

出発日  4/26（水）  5/23（火）  6/21（水）

各地（7：25〜8：00）〜山都飯田（弁当積
込）〜“日本のチロル”下栗の里（ボラン
ティアガイド付散策）〜山都飯田（ショッ
ピング）〜各地（18：00〜18：30）

“日本のチロル”と称される新緑の下栗の里は絶景！

出発日  5/9（火）  5/18（木）

※普段の時来夢希ツアーと同様の豪華さはありません。
お茶、お菓子等のサービスはございません。ご了承の
上お申し込み下さいませ。

 限定

 20名
様

ご夫婦OK!

ご注意
 下さい！

※岐阜駅での
ご乗車はで
きません。

※ツアーアテン
ダントは乗務
致しません。

8,800

“日本のチロル”下栗の里

このツアーに限りツアー
バス（デラックスバス）
の運行ではありません。
送迎用のマイクロバス
での運行となりますの
で、ご了承下さいませ。
（下栗の里へ観光バス
が乗り入れ不可の為）

マイクロバスで行く
「にほんの里100選」

c-03

各地（7：20〜8：10）〜吐月峰柴屋寺（見学）〜待月楼（昼
食）〜静岡県立美術館（見学）〜各地（19：30〜20：15）

待月楼

　　  とろろ汁懐石と
静
岡

待月楼の丸子名物

旬の素材を使った
懐石と伝統の“とろ
ろ汁”の組み合わ
せは、世代をこえて
喜ばれています。

国立カイロ博物館か
ら、王とピラミッドの
謎に関するエジプト
の至宝を出品致しま
す。ピラミッドとそれ
を建てたファラオた
ちの壮大なドラマに
迫ります。 （静岡県立美術館にて）

〜黄金のファラオと
大ピラミッド展〜

c-02

15,800
創業大正8年。日本の伝統のおもてなし！

出発日  6/7（水）  6/16（金）

黄金のファラオと大ピラミッド展列車に
揺られて…

各地（7：40〜8：30）〜道の駅とみか（ショッピング）
〜美濃太田駅＋＋＋＋〔観光列車ながら〕＋＋＋＋郡上八
幡駅｜｜郡上八幡博覧館（郡上おどり実演見学）
…町並食べ歩き（散策）〜各地（16：00〜16：45）

長良川鉄道
観光列車「ながら」
長良川鉄道沿線の四季折々の自
然、原風景、伝統文化、食文化
を列車内にてお楽しみ下さい。

c-01

19,800
ここでしか味わえない感動をお届けする列車旅へご案内!

出発日  5/19（金）  6/9（金）

ご夫婦OK!

 限定

 19名
様

長良川鉄道 観光列車「ながら」
ランチプラン

今、1番“旬”で
なかなか

おとりできない
プランです。

この機会にぜひ!

今回の目玉
!

バスの座席は当社にお任せいただきますようお願い申し上げます。（座席のご希望は受け付
けておりません。）奇数人数でお申し込みのお客様は相席になる場合がございます。また、
宿泊コースの2日目以降の座席の入れ替えはいたしません。尚、グループ様に関しましては、
後方席をお願いさせていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。

バス座席の
ご案内

㈱日本タクシー 岐阜県知事登録旅行業 第2種39号

お問い合わせ・お申し込み

〒500－8164  岐阜市鶴田町3－7－1  TEL（058）247－8881  FAX（058）247－9046
愛知営業所 乗車場所　一宮市木曽川町黒田九ノ通108番地
http://www.nihontaxi.co.jp/travel/   総合旅行業務取扱管理者  日比野祐輔

㈳全国旅行業協会正会員

受付時間：月曜〜土曜日 9：00〜17：30（日曜・祝日  休）



◆この旅行は株式会社日本タクシー（岐阜県知事登録旅行業第2−39号、以下「当社」という）が主催する旅行であり、この
旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結する事になります。また、契
約の内容・条件は各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当
社旅行業約款によります。
◆旅行契約は当社が旅行費用を受領したときに成立します。電話にて予約、当社にて振込み用紙送付、お近くの郵便局
より振込み（振込手数料は当社負担）
◆お支払い方法…ご旅行代金のお支払は、振込用紙到着後1週間以内にお振込み下さい。領収書は振込み控えをもって領
収書とかえさせて頂きます。
◆旅行代金に含まれるもの…旅行日程に明示した交通費・食事代金・企画料金及び消費税などになります。
◆取消料…旅行契約後、お客様の都合によりご旅行を取り消される場合にはお一人様に付き右記料金を請求させて頂き
ます。（取消料の起算日はすべて旅行開始日の前日からとなります）

☆最少催行人員…参加されるお客様が10名に満たない場合は、旅行の中止をさせて頂く場合があります。
その場合は原則として出発日の14日前（日帰りコースは4日前）までに連絡させて頂きます。

☆添乗員…同行いたしませんがその代行者（バス乗務員）が旅程管理をいたします。なお総括旅程管
理は㈱日本タクシー観光部で行います。

☆女性のお客様限定のツアーとなっております。男性の方ならびにお子様は参加できませんのであ
らかじめご了承下さい。（一部コースを除きます。）

☆お車でご参加される方は当社敷地内駐車場をご利用下さい。ただし、事前にご予約が必要となり
ます。万一の事故・盗難については当社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。

☆掲載してある写真はすべてイメージです。
☆詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。

◆ 募集型企画旅行規約 ◆

11日前まで
無　料

10日目から8日目まで
20％

7日目から前々日まで
30％

前日 当日 旅行開始後
40％ 50％ 全　額

“花”をテーマとした所蔵企画展
をご覧いただけます。

各地（8：30〜9：20）〜メ
ナード美術館（見学）〜
日本料理小や町（昼食）
〜ワイルドフラワーガー
デンブルーボネット（見
学・ティータイム）〜各地

（16：30〜17：15）

最上A5等級の中でも一般市場
に出回らない特別な飛騨牛を、
ヒマラヤ山脈の天然岩塩で焼
き、名古屋名物「ひつまぶし」
のように出汁をかけてお召し上が
りいただく、極上の逸品です。

メナード美術館

ワイルドフラワーガーデン
ブルーボネット

鳴海 日本料理小や町の

絶品飛騨牛塩まぶし丼御膳
c-24

14,800
テーマは“花”。美術館とガーデンをお楽しみ下さい！

出発日  5/12（金）  6/1（木）
ケーキセットのティータイム付

メインがお肉!

名古屋
テレビでとりあげられました!

各地（7：20〜8：10）〜佐川美術館（見学）〜咲蔵
（昼食）〜ガーデンミュージアム比叡（見学）〜各
地（18：40〜19：25）

フランス印象派画家たちの作品を
モチーフにした庭園美術館

ガーデン
ミュージアム比叡

佐川美術館
国宝をはじめ、日本
画や彫刻など数多く
の作品を展示。咲蔵

ガーデンミュージアム比叡と
佐川美術館

咲蔵の近江牛懐石と滋賀c-23

14,800
趣の違う2つの美術館をお楽しみ下さい!

出発日  5/10（水） 5/25（木） 6/8（木）
メインがお肉!

各地（8：10〜9：00）〜新美南吉記念館（見学）〜ステー
キハウス森牧場（昼食）〜花ひろば（花摘み体験・苺狩
り）〜魚太郎（ショッピング）〜各地（17：10〜17：55）

A3〜A5の高いランクの
国産牛を使用しています。

この時期は、一面に
ルピナスの花が咲き誇
ります。〈花摘み体験付〉

ミルク付で40分食べ放題

苺狩り

花ひろば

と

花ひろばと苺狩り
国産牛ヒレステーキ

知多 ステーキハウス森牧場のc-22

14,800
厳選された国産牛ヒレのぜいたくな味!

出発日  3/30（木）  4/4（火）
メインがお肉!

国産牛

ヒレステー
キ

200グラム
!

ご夫婦OK!

各地（7：20〜8：10）〜花の里いいじま＆里の菓工房（ショッピン
グ）〜長屋門桒はら（昼食）〜月川花桃（見学）〜ヘブンスそのはら

（ロープウェイ乗車と水ばしょう見学）〜各地（18：00〜18：45）

長年フレンチシェフを務めたオーナーさんが営む焼
肉屋です。築約300年の歴史ある古民家で、古き良き木造
の雰囲気を感じながらフレンチシェフならではのこだわりの焼肉はいかが…？

長屋門桒はら

長屋門
桒はらの とフレンチ焼肉

花桃街道南信州
c-21

14,800
期間限定! 日本最大級の花桃街道をぶらり散策!

出発日  4/28（金）  5/1（月）
メインがお肉!

各地（7：20〜8：10）〜実相院（見学）〜右源太（川床
昼食）…貴船神社（参拝）…貴船（散策）〜井筒八ッ
橋本舗（ショッピング）〜各地（18：10〜18：55）

※雨天の場合は、館内でのお
食事となります。

　姉妹店“左源太”になる場合
もあります。

貴船神社

貴船
川床料理と貴船神社

夏の風物詩c-20

15,800
神秘のパワースポット“貴船神社”!

出発日  6/13（火） 出発日1本限定

各地（7：50〜8：40）〜三室戸寺あじさいまつり（見
学）〜辰巳屋（昼食）…宇治平等院（見学）〜小山
園（抹茶点て方体験）〜各地（18：30〜19：15）

大
豆
か
ら

手
間
ひ
ま
か
け
て
作
っ
た

　

 

「
抹
茶
豆
腐
」は

　
　
　
　
　

 

絶
品
で
す
。

c-19

13,800
茶処“宇治”ならではの厳選抹茶料理！

出発日  6/15（木）

辰巳屋の
抹茶料理と
三室戸寺の

あじさいまつり

宇 治

出発日1本限定

各地（7：20〜8：10）〜誉一山荘オーベルジュ
ドゥミクニ（昼食）〜となみチューリップフェア
2017（見学）〜各地（18：50〜19：35）

世界から賞讃を浴び続けるオテル・ドゥ・ミクニのオーナーシェフ
三國清三の全面協力を得て、氷見から世界へ発信するオー
ベルジュが誕生しました。極上のフレンチをお楽しみ下さい。

誉一山荘オーベルジュドゥミクニとは…

　　　　誉一山荘
オーベルジュドゥミクニのフレンチと
となみチューリップフェア2017

氷見c-18

14,800
ミクニのエスプリが新たなフレンチを発信します！

出発日  4/27（木）  5/2（火）

各地（7：10〜8：00）〜神戸迎賓館ル・アン（昼食）〜須
磨離宮公園“王侯貴族のバラ園”（見学）〜六甲ガーデン
テラス（景観・ショッピング）〜各地（19：10〜19：55）

神戸迎賓館 邸宅レストラン

予約のとれないレストランと評される
大正ロマンが薫る

本格フレンチレストランです！

c-17

14,800
須磨の高台にある迎賓館で過ごす特別な時間！

出発日 5/22（月）  5/26（金）  5/31（水）

ル・アンにて本格フレンチ

各地（7：20〜8：10）〜料亭金茶寮（昼食）
〜21世紀美術館（見学）〜ひがし茶屋街

（散策）〜各地（19：10〜19：55）

※21世紀美術館が展示品入替等によ
り休館日の場合は、近江町市場でのお
買い物となります。

皇室、歴代
首相が泊っ
た名旅館に
て、“季節の
もてなし膳”
をご堪能。

ひがし茶屋街

21世紀美術館

「公園のような美術館」というコンセ
プトで、金沢の人気スポットです。

金沢21世紀美術館

料亭金茶寮の加賀懐石と

金茶寮

プールを介して地上の人と地下の人
が出会うことのできる作品です。

レアンドロのプール

金
沢

c-16

16,800
創業以来「一客一亭」のおもてなし

出発日  4/21（金）  5/16（火）  6/14（水）

各地（7：40〜8：30）〜松本城（車窓）〜松本館（昼食）〜馬場家住
宅（見学）〜信濃ワイナリー（見学）〜各地（19：20〜20：05）

1996年に国の登録有形文化財に指定されました。花鳥画が一
面に施され、柱の彫刻とともに一見の価値があります。日本料
理一筋に、老舗の味をご堪能下さい。

c-15

15,800
創業120年の老舗にて、守り続けた郷土の味！

出発日  6/6（火）  6/20（火）  7/5（水）

信濃ワイナリー
日本のワイン産地の

先進地“信濃ワイン”

重要文化財 馬場家住宅

松本館

登録有形文化財松本館の懐石と
松
本

各地（7：20〜8：10）〜油あげ
の谷口屋（油あげお買物）〜寿
楽山（昼食）〜越前大野城下町
歩き（ボランティアガイド付散
策）〜道の駅九頭竜（ショッピン
グ）〜各地（18：20〜19：05）

奥越大野ならではの田舎料
理をお楽しみいただけます。

ボランティアガイドの案内により
湧水巡りや寺院巡りなどご散策！

テレビでも取り上げられ
た油あげの専門店。試食
もご用意致しております。

寿楽山の田舎料理会席と

油あげの谷口屋

越前大野城下町歩き寿楽山

c-14

13,800
今人気の越前大野への旅！

出発日  5/17（水）  6/5（月） 

城下町歩き
越前
大野

c-13 各地（7：40〜8：30）〜名古屋フェリーターミ
ナル〜〔伊勢湾クルーズ〕〜名古屋フェリー
ターミナル〜ノリタケの森（ショッピング）〜
各地（17：40〜18：25）

12,800
日本最大級のフェリーで伊勢湾をクルージング!

ご夫婦OK! 伊勢湾ランチ
バイキングクルーズ

太平洋フェリー
船上でバイキングのランチタイムや
イベントをお楽しみいただけます。

ラウンジではマジックや演奏など様々な
イベントショーをお楽しみいただけます。

約3時間のクルージングです。

和洋中様々な料理が並びます。
ビーフステーキや握り寿司など
シェフが腕をふるいます。

〜シェフ自慢の
季節の美味を〜

吹き抜けの豪華な
エントランスロビー 展望大浴場にもご入浴いただけます!

土曜日
限定企画

ご夫婦や
男女カップルなら
得お二人様で
25,000円

なんと出発日 4/22（土） 6/3（土）

出発日 5/9（火）各地（9：30〜10：20）〜日本料理大森（昼
食）〜島津亜矢コンサート(鑑賞13：00
〜約2時間)〜各地（16：00〜16：45）

c-12

“第67回NHK紅白歌合戦”に出場した本物の歌を!

出発日1本限定

 限定

 20名
様

14,800

日本特殊陶業市民会館

島津亜矢コンサート
ご夫婦OK!

名古屋
全席指定陶板名画美術館ぜひ行ってみたい

写真は大塚国際美術館内
にて撮影されたものです。

出発日  3/28（火） 3/31（金） 4/5（水） 7/1（土） 7/4（火）

各地（6：40〜7：30）〜明石海峡大橋〜（車中昼食）〜鳴門
大橋〜大塚国際美術館(鑑賞…たっぷり4時間滞在)〜淡路
サービスエリア（ショッピング）〜各地（20：40〜21：25）

鳴門 大塚国際美術館c-11

11,800
完売必至! お早めにご予約下さい!

ご夫婦OK!
3/28（火）と
7/1（土）のみ

日本最大の展示スペースを
有し、約3000年に及ぶ西
洋美術史の代表名画を原
寸大で展示しています。


