
名鉄タクシー

小牧タクシー
あおい交通

【信長が初めて築いた城の足跡をたずねて！コース】

コースのご案内

発地 小牧山城 小牧ワイナリー 着地

【空港周辺で文化・歴史にふれるコース】

発地 メナード美術館 又は イチローミュージアム のどちらか１箇所 小牧山城 着地

【お手軽！小牧の歴史を感じるコース】

発地 間々観音・田縣神社・大縣神社 のうちいずれか１箇所小牧山城 着地

【満喫！小牧の歴史を感じるコース】

発地 小牧山城 間々観音 田縣神社 大縣神社 着地

【明治村・リトルワールド送迎コース】

発地 博物館「明治村」または 野外民族博物館「リトルワールド」

癒しの空間『メナード美術館』 おっぱいのお寺の『小牧山間々観音』 小牧ワイナリー限定！「信長ワイン」

※滞在約２時間 着地

１９８７年、メナード化粧品の創業者
夫妻の出身地、小牧市に開館。ゴッホ、
ピカソ、横山大観、東山魁夷、岸田劉生
などの美術作品を、落ち着いた雰囲気
の中でじっくりと鑑賞できます。

豊年祭は、毎年３月１５日に執り行われ
ます。この祭は直径６０cm、長さ２m
余りの大男茎形（男性の性器）を御旅所
から行列をなして当社に奉納し、五穀豊
穣、子孫繁栄等を祈願する祭です。

間々観音の正式な寺号は「龍音寺」
です。本尊は千手観音像で、授乳
の願いにご利益があるとされてい
るため、「間々乳観音」や「おっ
ぱいのお寺」と呼ばれています。

小牧ワイナリーは平成 27年 5月
に障害者の就労支援施設として
オープンしました。小牧市内の畑
で障害のある方と共に葡萄を育て、
ワインを醸造、販売しています。

所要時間 約 ２時間 ( 大縣神社の場合は約 ２.５時間 )

所要時間 約 ４時間

所要時間　約 ３時間

天下の奇祭『豊年まつり』の田縣神社

発地または着地のいずれかを「あいち航空ミュージアム」または「県営名古屋空港」とします。
「小牧市」以外を発地または着地とする場合は、所要時間に応じた追加料金がかかります。

所要時間　約 ２.５時間

所要時間　約 ２.５時間

こまき観光タクシー
ぐる～っと

普通車タクシー 13,800円 20,700円 27,600円

19,200円 28,800円 38,400円

車両タイプ ２時間 ３時間
17,250円

24,000円

２.５時間 ４時間
34,500円

48,000円

５時間

ジャンボタクシー

行程の中で昼食をとる場合は

食事時間に応じた料金を加算します。

※     犬山ホテルコースは除く。

人数、予算に合わせてお選びください

タクシーで移動もラクラク !
   グループ利用ならお値打ちに !
      話題のグルメスポットをご案内 !

( 料金は全て税込 )



【尾張のお城めぐりコース】

発地 着地清洲城 小牧山城 犬山城

【城下町散策 !! 歴史をたずねてコース】

発地 着地田縣神社 犬山城＆城下町散策 間々観音 小牧山城 (車窓 )

【手ぶらで温泉＆ホテルランチと犬山城コース】

発地 着地名鉄犬山ホテル (昼食＆ご入浴 ) 犬山城＆城下町散策

清洲城 小牧山城 (歴史館 )

【小牧市内のお食事処のご案内】

【名鉄犬山ホテルのご案内】

☆ 名鉄小牧ホテル 有楽 ( 和食 )
☆ かな和 ( 名古屋コーチン )
☆ お茶処吉乃庵 ( 和食・喫茶 )
☆ 三八屋小牧店 ( うどん・そば )
☆ 日栄 ( 釡飯・うなぎ )
☆ 和風料理かどで家 ( 和食 )
☆ ルマン ,  めりけん堂 ( あんかけスパ )

1. ご予約時に、利用日・コース ( 発地・着地 )・運行会社及び車両タイプ・昼食の有無・代表者名・住所・電話番号・乗車人員をお伝えください。
　車両指定がない場合は、一般車両 ( クラウンコンフォート ) で運行いたします。( 運行会社はお任せください )
2. 予約状況によりご希望車両が手配出来ない場合がございます。
3. 料金は、請求書を郵送いたしますので、運行前の指定日までにお振込ください。（振込手数料はお客様負担）なお、お振込がない場合は運行をとりやめさせていただきます。
4. やむを得ずキャンセルする場合は、ご予約時間の２時間前までに、上記のあおい交通㈱観光タクシー部 (TEL0568-77-6347) または、利用する運行会社に
　キャンセル連絡を入れてください。それ以後のキャンセル連絡や連絡なくご乗車なき場合は、取消料として２時間分の料金を申し受けます。
　( 取消料：普通車 13,800 円・ジャンボタクシー 19,200 円 )
5. タクシー乗務員による観光案内はございません。
6. 有料施設、飲食代、有料道路代、駐車料金等は、現地にてお支払ください。また、有料施設には休館日がございます。
7. 運行会社は以下の通りです。
　　●名鉄西部交通北部株式会社 ( 名鉄タクシー小牧営業所 )0568-68-8536　●小牧タクシー株式会社 ( 本社営業所 )0568-77-7311　●あおい交通株式会社 0568-77-6345
8. 写真はすべてイメージです。

国宝犬山城 (白帝城 )

※空港周辺・犬山市内はおたずねください。

織田信長公天下布武の出発点、
また信長没後、清洲会議が開か
れた場所です。

「現存天守 12城」のひとつ、天
守は現存する日本最古の様式

織田信長が美濃攻略への足掛か
りとして初めて築いた城

犬山城下町
現在も江戸時代と変わらない町割り（町の区画）

がそのまま残り、江戸から昭和までの歴史的な建

造物が立ち並びます。

サプライズ会席ランチ　お一人様 3,900 円

その他、洋食のル・パラディランチ 2,808 円、

ランチバイキング 2,916 円など。※季節により

メニュー、料金が予告なく変わる場合がございます。

2017 年 12 月作成

所要時間　約 ５時間

所要時間　約 ５時間

所要時間　約 ４時間

「飛騨牛&あわび」を味わう

国宝犬山城を眼前に望む木曽川の畔に建つホテルで四季折々の料理をご堪能下さい。

◆ご昼食　

　◎館内には 3つのレストランがございます。欧風料理、日本料理、バイキング

　　とその日の気分でお選びください。

　◎お食事代はお客様ご自身がレストランでご精算ください。

　◎満員の場合がございますので、事前のご予約をお勧め致します。

◆ご入浴

　◎敷地内の源泉より湧き出た天然温泉「白帝の湯」で癒しのひと時をどうぞ。

　◎お食事代に加え、930円の入浴料でご入浴頂けます（貸出タオルあり）。

◆ご昼食に関するご予約・お問い合わせは名鉄犬山ホテル 0568-61-2211 まで。

９名様まで

ジャンボタクシー 普通車タクシー
６名様まで

アルファード (名鉄 ) エスクァイア (あおい )
カムリHV( 小牧 )
ジャパンタクシー (各社 )

ハイエースグランドキャビン
( 名鉄・あおい )

５名様まで ４名様まで

ご利用日の７日前１５時までお電話にて受付　平日 9:00～17:00( 土日祝・年末年始休み )

〒485-0013　愛知県小牧市新町 3-316

ご人数やご予算に合わせて、車両タイプをお選びください

◎ご予約・ご利用にあたっての注意

お問合せ・お申込みは あおい交通(株) 観光タクシー部TEL 0568-77-6347


