
 新型コロナウイルス感染症の影響・状況下において「旅行」を安心して楽しむため、神姫タクシー姫路では現役バスガイドと

 タイアップし、「新しい旅のカタチ」を始めます。車両は神姫タクシーが所有するジャンボタクシーやワンボックスタイプの

 車両、そして、提携運行会社の介護（車イス対応）車両を利用します。

  今回、現役バスガイドの全面協力のもと、「おすすめコース」を編集＆選定。「新しい旅のカタチ」は旅のテーマを絞り、

 ①「混雑を避けた県内＆近隣県」②「旅先の感染対策と情報確認」③「職場の仲間や家族単位など小グループ」

 ④「バスガイドが休日に遊びに行きたい所＆もう一度行きたい場所」をコンセプトにしています。

 これまでの旅行と大きく異なるポイントは、新型コロナウイルス感染防止策により「事前予約」のお店・施設が多く、また、

 お店のメニューも多様化しているため、お客様自身でお店や施設をWEBにて事前確認・予約していただき、本当に食べたいもの

 見たい景色＆行きたい場所だけを自由に選択し、旅行をアレンジして頂けます。

 万一、旅の手配が必要な場合は、旅行会社（神姫観光）がお手伝いしますので、お気軽にご連絡ください。

    淡路島リゾート・幸せの階段　　　　　　　　　　淡路島テラス　　　　　　　　　　幸せのパンケーキ　　　　　　　　　　　　　　吹き戻しの里

　　パルシェ香りの館・ハーバリウム　　　　　　　　　　　　　　　 パルシェ香りの館　　　　　　　　　　　　　　　　パルシェ香りの館・ジェルキャンドル

モデル  　　各地 === 淡路SA === 「吹き戻しの里」=== 「パルシェ香りの館」=== 「幸せのパンケーキ」===⇒ 各地

プラン      　　                     （30分～45分）         （60分～90分）              （60分）  

*休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

新しい旅の「カタチ」 

神姫タクシー姫路＆神姫グループ・バスガイド　コラボレーション企画

　バスガイド　特選スポット ～ 淡路島・「幸せのパンケーキ」＆「パルシェ香りの館」 ～　　　　　　　　　コース№ A-01



   智頭急行智頭線 「恋山形駅」　　　　　　　　　みたき園　山菜料理　　　　　　　　　　　　　みたき園　　庭園　　　　　　　　　　　　　　　みたき園　　草庵

　 梨狩り（季節限定）　　　　　　　　　　　　砂の美術館　　　　　　　　　　　　　　　大江の郷自然牧場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンケーキ

モデル   各地 === あわくらんど === 「恋山形駅」=== 「みたき園」 === 鳥取・梨狩り ===「砂の美術館」===「大江ノ郷自然牧場」

プラン 　　　　　　　　　　　　　　　　　（15分） 　　　  （60分～90分）　 （季節限定・30分）　　　（60分）　　　　　（60分）

*休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

  津嶋神社　　　　　　　　　　　　　　　　　　津嶋神社（しあわせ橋）　　　　　　　　　　　粟島　粟島海洋記念館　　　　　　　　　　　　粟島　武内商店

　粟島　漂流郵便局　　　　　　　　　　　　　　丸山島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　父母ヶ浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　父母ヶ浜

モデル  各地 === 「津嶋神社（しあわせ橋）」 === 須田港 ～～ 「粟島（各地）」～～ 須田港 === 「丸山島・歩いて渡る浦島太郎の島」

プラン               （20分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100分）　　　　　　　　　　　　　　（20分）

      === 「父母ヶ浜」 ===⇒ 各地

              （40分）

（注）津嶋神社・しあわせ橋は8月4日・5日のみ通行可 （注）粟島への渡航はWEB 要・確認

（注）父母ヶ浜（干潮 時刻　要・確認） *休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

　＊日の出製麺所　＊がもううどん　＊山越えうどん　＊塩かま屋　＊おか泉　＊やまだうどん など　　　＊ 休館日など 要・確認

　バスガイド 特選スポット ～ 鳥取・「みたき園」＆「大江ノ郷」 ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コース№B-01

　バスガイド 特選スポット ～ 香川・「三豊エリア」 ～ フォトジェニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コース№B-02

　 番外編・さぬきうどん ～ 香川 ～ 名物 さぬきうどん店を何軒まわれる？？　　ジャンボタクシーだから行けるお店
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【モデルコース】

 　各地 === 福山SA === 忠海港 ～～

　  ～～「大久野島（自由散策＆うさぎ） ～～

  ～～ 盛港 === 道の駅「多々羅しまなみ公園」===
  大久野島　うさぎ　　　　　　　　　　大久野島　うさぎ　　　　　　　　　道の駅　多々羅しまなみ公園

  ===「耕三寺＆未来心の丘」===「岩子島・厳島神社」

（注）忠海港・盛港の渡航時間【要・確認】

（注）岩子島・厳島神社 干潮 時間【要・確認】

　耕三寺　　　　　　　　　　　　　　未来心の丘　　　　　　　　　　　　　　岩子島　厳島神社

　エンジェルロード　　　　　　　　　　　重岩（かさねいわ）　　　　　　　　中山千枚田　　　　　　　　　　　　　　中山千枚田・こまめ食堂　　　　　オリーブ公園

モデル  　　各地 === 大部港 === 「エンジェルロード」=== 「重岩」=== 「中山千枚田＆こまめ食堂」===「オリーブ公園」

プラン      　　                     　（30分）    　  　　　   （45分）        （60～80分）  　　　　　　　　　（60分）

（注）小豆島の渡航時間【要・確認】

（注）エンジェルロード・干潮時間【要・確認】 *休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

鷲羽山ハイランド　　　　　　　　　　　　　　　　　和菓子店 橘香堂　　　　　　　「むらすゞめ」　　　　　　「くらしき桃子」　　　　　　　　　　　「くらしき桃子」パフェ

モデル  　　各地 === 鷲羽山ハイランド === 美観地区散策・「むらすゞめ・体験」＆「くらしき桃子」

プラン      　

*休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

  ラフティング 保津川（京都）   吉野川（徳島）   メロン狩り（夕日ヶ浦）　 桃狩り（岡山）　　   あらかわの桃（和歌山）

  シーカヤック 小豆島（香川）   サイクリング（しまなみ海道）   ぶどう狩り（岡山） 　　　  　　　 梨狩り（鳥取）　 　   黒豆狩り（篠山）

　バスガイド 特選スポット ～ 岡山 ～ 「鷲羽山ハイランド」＆ 美観地区「むらすゞめ」・「くらしき桃子」 　コース№C-03

　バスガイド おすすめ 体験 ＆ 収穫 ＆ スポット　　～「やりたいこと」＆「行きたいところ」編

　バスガイド 特選スポット ～ しまなみ海道 ～ フォトジェニック                                           コース№C-01

*休館日＆事前予約は「施設名」で検索＆WEBにて要確認。

　バスガイド 特選スポット ～ 香川・小豆島 ～ フォトジェニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コース№C-02



◇ お申し込みは・・・4つのステップで簡単予約

　その1 参加者（人数）を決定する
・職場や仲良しグループ・親族など参加者(人数)を確定する。人数が増えればお得です。

　その2 日程＆行き先を決定する
・パンフレットを参考に「行きたい場所」・「食べたいもの」・「やりたいこと」を選んでください。
・パンフレット記載以外の行き先でもご相談ください。
・施設の休業日・メニュー・乗船時間・車両（空き状況）などを確認のうえ、日程を確定してください。

　その3 ・車両の空き状況及び見積額は、TELまたは当社WEBにてお問い合わせください。即日、見積額を提示します。
・日程・集合場所・行き先（施設・即時場所など）・出発時間・帰着時間をお知らせください。

フリーダイヤル  0120-930-307　　
 WEB　　　 　　  https://www.shinkitaxi-group.jp/himeji/
 メール　 　　　  himeji@shinkitaxi-group.jp

　その4 ・車両の見積額をご確認のうえ、（TEL・メール・WEBサイトにて）本予約の連絡をお願いします。
・お客様にて施設・食事場所などの手配・予約をお願いします。尚、神姫観光(株)での手配も可能です。

・ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。

 ◇ 車両紹介    ＊乗客人数：9名 ＋ 乗務員：1名  ◇ 介護タクシー車両 (車イス車両・リフト車)

  ハイエース（TOYOTA) 　　　　　　　    キャラバン（NISSAN） 乗車人数：7名（車イス：1台含む）　　　　運行会社：ニーズ

日　程 (参加人員)

代表者 (連絡先)

　〒

住 所

プラン№ （ 日帰り　・　宿泊 ）

配車場所 (配車時間)

集合場所

 （*ご自宅・職場・最寄り駅など）

行程詳細 　（記入例：場所＆滞在時間など概略をご記入ください。当社より確認の連絡をさせて頂きます。）

希望行程 　　集合場所　→　京都・伏見神社　→　清水寺　→　二条城　→　嵐山　→　帰着
　　　AM7：30　　　 （60分・滞在）  　 （60分・滞在） （60分・滞在） （80分・滞在）

特記事項

ご要望

　*施設・食事手配などご不明な点につきましては、お気軽にご相談・お問い合わせください。

 ◆ お問い合わせ先
　　メール　　　　himeji@shinkitaxi-group.jp 　FAX　　　　　   079-288-9001
    ホームページ　https://www.shinkitaxi-group.jp/himeji/　  フリーダイヤル　 0120-930-307
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