
★最少催行人員…参加されるお客様が10名又は20名に満たない場合は、旅行
の中止をさせていただく場合があります。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）までに連絡させていただきます。★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。★時来夢希ツアーにつきましては、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。★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下記料金を請
求させていただきます。（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）

ご 案 内  〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

11日前まで
無 料

10日前から8日前まで
20％

7日前から前々日まで
30％

前日
40％

当日
50％

旅行開始後
全 額

日
帰
り

日タク観光バスの
感染対策動画
新型コロナウイルス感染対
策の取り組みについての動画をYouTube
で公開中です。ぜひご覧になってください。

各地（8：50〜9：40）〜道の駅明宝（ショッピング）〜ホテル積
翠園（昼食）〜郡上八幡町並（散策）〜各地（16：10〜16：55）

出発日 9/23（祝） 9/25（土） 9/28（火）

い H-14

2,200円

お一人様費用

バスツアー支援事業助成金交付ツアー

 限定 限定

2020名
様
名
様

地域の応援補助金を地域の応援補助金を
ご存じですか…？ご存じですか…？
今回、当コースでのお食事
は、お一人様2,200円の岐岐
阜県産豚朴葉味噌焼き阜県産豚朴葉味噌焼きをご
案内させていただきます。

ということは…
ご旅行代金とお食事代金が
同じということになります。つ
まり、言い換えるとお食事代
金しかいただかないのです!

郡上八幡散策ツアー

（バス代などの費用はいただきません!）（バス代などの費用はいただきません!）

“清流と名水の城下町”郡上八幡“清流と名水の城下町”郡上八幡

時来希夢ツアーバス利用

“岐阜県を元気にしたい!!”　日タクツアー共同企画特集（他社様との共同企画）
❶ 日本イベント企画㈱との共同企画

各地※1（8：00頃）〜（専用 ）〜馬籠宿 太田宿〜（専用 ）〜
ぎふ清流里山公園「里山の湯」〜（専用 ）〜各地（18：00〜18：30頃）
※1 愛知県、岐阜県内の主要な駅など（ご案内いただけない場所もございます）。ご参加者、自転車、お荷物のピックアッ

プが可能な場所を調整させていただきます。自転車はご自身でご用意下さい。

サイクリストの皆さんへ! ガイド付き貸切バス企画サイクリストの皆さんへ! ガイド付き貸切バス企画
「サイクル中山道ぎふ」100㎞走破の旅「サイクル中山道ぎふ」100㎞走破の旅

5名様の場合 お一人様 50,000円
6名様の場合 お一人様 42,000円
7名様の場合 お一人様 36,000円
8名様の場合 お一人様 32,000円
9名様の場合 お一人様 28,000円
10名様の場合 お一人様 26,000円
◦当該コースのみご出発3日前から取消料が
発生いたします。（当社規定とは異なります。）

■旅行代金

■出発日 貸切オーダー制となります（発生手配）。ご希望の日程をご相
談下さい（冬季を除く）。詳細は係員にお問い合わせ下さい。

9月5日以降の土日祝日のご出発にてご予約承ります（ご予約不可の日有り）。

 限定（貸切） 限定（貸切）

55〜〜1010名
様
名
様

チームで走りたい人に
おすすめのツアーです！
ぎふを愛するサイクリスト
が自転車で走る新しい中
山道約100㎞をご案内！

❷ 岐阜長良川温泉旅館協同組合との共同企画

岐阜駅（9：30）〜長良川温泉各地（9：45〜10：15）〜養老街道 藤太(昼
食)〜関ケ原古戦場記念館（見学）〜各地（16：45〜17：30）

出発日 10/10（日） 11/7（日） 7,980
長良川温泉
各乗車地

・長良橋南詰（9：45） ・バス停鵜飼屋あたり（9：50）
・岐阜グランドホテル（10：00） ・都ホテル岐阜長良川（10：15）

馬籠宿（中津川市）〜太田宿（美濃加茂市） 養老街道にて焼肉の昼食と養老街道にて焼肉の昼食と
新スポット新スポット関ヶ原古戦場記念館を巡る旅関ヶ原古戦場記念館を巡る旅
岐阜県内でも有名な食事スポット“焼肉街道”でのぜい
たくな焼肉の昼食と、話題の新スポット関ケ原古戦場
記念館の見学をセットにしたコースを巡ります。

ご参加のお子様には、おもちゃの剣 をプレゼント!

 限定 限定

3030名
様
名
様

“腹が減っては戦はできぬ”ツアー

お一人様
費用

※小人
　1,000円引き円

国指定重要文化財 賓日館

海女小屋は、海女さんが漁で疲れた体を
休めたり、火を焚いて体を温めたりする
場所です。火場（囲炉裏）を囲み、暖を取
り、食事をしたりします。海女さんから、普段聞くこと
のできない海女漁の話を聞きながら、あわびやサザエ
等の魚介類をご堪能していただけます。

海女小屋体験

と賓日館海鮮焼きの海女小屋さとうみ庵

海女小屋でのひとときの体験はいかが…

出発日  9/24（金）  9/27（月）  9/29（水）

各地（7：20〜8：10）〜さとうみ庵（昼食）〜賓日館（案内人付き見学）
〜亀山ハイウェイオアシス（ショッピング）〜各地（18：40〜19：25）
※普段の時来夢希ツアーと同様の豪華な食事処ではありません。素朴な食事処と
なりますので、ご了承くださいませ。しかし、焼きたての海の幸は絶品です！

時 l -06

あわび1個付き！

三重県三重県

炭火でふっくらと炭火でふっくらと
焼きあげます焼きあげます

15,800

圧巻と呼ぶに相応しい“山寺”の紅葉!

出発日 11/19（金） 11/25（木） 11/30（火）

時 l -05

各地（8：20〜9：10）〜錦水亭（昼食）…長岡天満宮
（散策）〜紅葉の善峯寺（参拝）〜八つ橋庵とししゅ
うやかた（ティータイム）〜各地（18：20〜19：05）

錦水亭池座敷

善峯寺

八つ橋三昧のティータイム

八条ヶ池に浮かぶ
赤壁の池座敷です。

錦水亭池座敷の
京会席と
善峯寺の紅葉

八つ橋庵と
ししゅうやかた

京都府京都府

16,800
重厚なファザードを開いて新たなる美食の感動を!

出発日 10/13（水） 10/29（金） 11/5（金）

時 l -04

各地（7：40〜8：30）〜ルポンドシエル（昼食）〜大
阪歴史博物館（見学）〜各地（18：50〜19：35）

10年連続で
ミシュランの星を
獲得しています！

ルポンドシエルは日本語で
“天架ける橋”
くつろぎと味覚を結ぶ

文化の架け橋がモットーです！

ミシュランガイドセレクション

大阪府大阪府
ルポンドシエルルポンドシエルのの
老舗フレンチ老舗フレンチ

15,800

1350年前の飛鳥時代までさかのぼり、
今に伝えてくれる大阪歴史博物館。館内
に入ると原寸大の別世界が待っています!

大阪大阪歴史歴史博物館とは…博物館とは…

京都唯一の回転展望レストランから360度広がる古都の街並!

日本酒を味わいながら“大人のメリーゴーランド”を堪能!

出発日 11/26（金） 11/29（月）

出発日 10/20（水）

時 l -02

時 l -03

各地（7：30〜8：20）〜無鄰菴
（見学）〜フレンチダイニング
トップオブキョウト（昼食）〜
城南宮（見学）〜各地（17：10
〜17：55）

各地（7：30〜8：20）〜グリル
ド神戸（昼食）…生田神社（参
拝）〜サケタルラウンジ（利き
酒）…神戸タワー（見学）〜各
地（18：50〜19：35）

京都府京都府

フレンチダイニング トップ オブ キョウトの
西洋料理

回転展望レストラン回転展望レストラン

回転展望ラウンジ回転展望ラウンジ

全席窓側の客席は、約
90分かけて360度回転
します。京都タワーや
五重塔の風景とともに
上質なフレンチをお愉
しみ下さい。

フロアが20分かけて
360度回転します。
神戸全体を見渡せる
世界初の清酒ラウンジです。
自由席です。
利き酒代は現地別途必要となります。

ご夫婦OK!

兵庫県兵庫県

出発日1本限定

昼食は、A5等級神戸牛ステーキ100g

SAKE TARU LOUNGEの利き酒と
神戸牛ステーキランチ

景
色
も
ご
ち
そ
う
！ 

360
度
回
転
展
望
コ
ー
ス

昼食レストランは回転いたしません。

15,800

15,800

和歌山県和歌山県

時 l -01

万葉の地で、ミコノス島クルージング感覚!

出発日  10/14（木）  10/27（水）

各地（7：00〜7：50）〜エーゲ海風エピ
カリス（昼食）〜番所庭園（景観）〜（雑
賀崎（奥和歌大橋より車窓））〜紀三井寺

（参拝）〜各地（19：20〜20：05）

ご夫婦OK! 日本とは思えないギリシャのエーゲ海をイメージ
エピカリスという名の由来は、ギリシャ語で“魅力的”という言葉から。
ギリシャのリゾート地を思わせる夢のような時間をお過ごしいただけます。

漁港から山に向かって漁港から山に向かって
階段状に広がる家並は階段状に広がる家並は
まるでアマルフィ。まるでアマルフィ。
奥和歌大橋から奥和歌大橋から
眺めます。眺めます。

日本のアマルフィ日本のアマルフィ
雑賀崎雑賀崎目の前の海で取れた新鮮な魚介類、地元で収穫した野菜、1年を通目の前の海で取れた新鮮な魚介類、地元で収穫した野菜、1年を通

して実るフルーツの数々をメインに取り入れた創作料理をどうぞ。して実るフルーツの数々をメインに取り入れた創作料理をどうぞ。

エーゲ海風 エピカリスの創作地中海風料理 と日本のアマルフィ雑賀崎

16,800

「今回はちょっとリッチに…」
そんな時には“時来夢希ツアー”“時来夢希ツアー”
時来夢希ツアーの
ツアーコードは、

と表記
いたします。

と表記
いたします。

いくたびの
ツアーコードは、

「少しお値打ちに、ぶらっと日帰り旅行にでも…」
そんな時には“いくたび”“いくたび”

0120-105 114時来夢希ツアー
いくたび

専用ダイヤル
35

’21年9月〜11月

乗車場所のご案内〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

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。
※当社へお越しの方は、事前予約制無料駐車場あり。（台数制限有）

このマークのコースに限り
男性もご参加いただけます。
※いくたびは、全コース男性もご参加OK!ご夫婦OK!

ご予約方法

お電話1本

振込用紙送付

コンビニより
お振込み

（振込手数料
当社負担）

時来夢希ツアーは
全コース昼食付!

（弁当含む）

〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

時 l -00 い H-00

　～女性だけの日帰り観光バスの旅～

●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。
●足元ゆったりの中型バス（ツアーバス）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）

ご参加者にはポイントを進呈いたします。
（会員登録をされた方のみ。）
（時来夢希ツアーは10ポイント、いくたびは5ポイント進呈）

ポイントが50ポイント貯まれば、
次回のご旅行で500円割引いたします。

●集合場所は一宮駅もございます。（青色出発日）
●バス車内は 禁煙・カラオケは行いません。
●ツアー貸切も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
●いくたびに限り、ご人数により、小型バスもしくは
　中型観光バスの運行となる場合がございます。
※各お花や紅葉のコースについて、開花状況や彩づき等とは関係なく催行いたします。

時来夢希ツアーのこだわり

時来夢希ツアー・いくたび共通案内

と き め き

　1席1日につき

㈱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

（一社）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）

お得な情報を
配信します。

ぜひご登録を!▶︎

バス座席プラスワンバス座席プラスワン
隣席を確保し、一人で2席を利用したい方におすすめ!!

別に1座席確保料金

一人で2席一人で2席3,000円
※お一人様1席追加確保に限る
※当日の乗客が少なく空席がある

場合でも払い戻しはいたしません
※GoToトラベル割引の適用はご

ざいません

募集型企画旅行規約〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉
◆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、お近くのコンビニ又は郵便局より振込み（振込手数料は当社負担）、LINE 
Pay、PayB、楽天ペイでの電子決済も可。◆お支払い方法…ご旅行代金のお
支払いは、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いただきます。◆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。

GoToトラベル事業が再開された場合、
旅行代金より相当額を割引いたします。

※該当しない
　コースも
　ございます。


