
距離距離距離距離 時間時間時間時間

石炭化石館

ハワイアンズ ⇒ ハワイアンズ ⇒ ハワイアンズ ⇒ ハワイアンズ ⇒ いわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるる（常磐炭田採掘の歴史と化石資料館）    小　 型   小　 型   小　 型   小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

コース

 ⇒ 薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑（東日本大震災の津波被災地区）⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

被災地視察

ハワイアンズ　⇒ ハワイアンズ　⇒ ハワイアンズ　⇒ ハワイアンズ　⇒ 薄磯被災地区薄磯被災地区薄磯被災地区薄磯被災地区・美空ひばり歌碑・美空ひばり歌碑・美空ひばり歌碑・美空ひばり歌碑（東日本大震災の津波被災地区）  　小　 型 　小　 型 　小　 型 　小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

コース

 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒　アクアマリンパーク　アクアマリンパーク　アクアマリンパーク　アクアマリンパーク（いわき市のマリンレジャーの拠点）　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

復興再建

ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂    （福島県唯一の国指定国宝建造物　）　⇒⇒⇒⇒  　小　 型 　小　 型 　小　 型 　小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

コース

薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑薄磯被災地区・美空ひばり歌碑（東日本大震災の津波被災地区） ⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ⇒ ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

勿来の関

ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　勿来の関跡 勿来の関跡 勿来の関跡 勿来の関跡 （白河の関・鼠ヶ関と並ぶ奥州三古関のひとつ）　⇒⇒⇒⇒  　小　 型 　小　 型 　小　 型 　小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

コース

 アクアマリンパーク アクアマリンパーク アクアマリンパーク アクアマリンパーク（いわき市のマリンレジャーの拠点）　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

 国宝 国宝 国宝 国宝　　　　白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂白水阿弥陀堂    ( しらみずあみだどう )
◇ ◇ ◇ ◇ 昭和27年　国宝建造物に指定  紅葉時期11月中旬頃～

常磐炭田の採掘の歴史と、市内で発掘された化石や地球の歴史を物語る 平泉の中尊寺金色堂をかたどった優雅な建物で阿弥陀堂建築の

諸外国の化石資料を展示しております。　またウッドピアいわきには映画・ 代表的建造物。 東日本大震災の被害を受けましたが営業再開致しました

 フラガール資料館として新たな情報発信の施設として生まれ変わりました。 ◇営業時間　８:30～16:00 　休館日　毎月第4水曜日　12月第2水・木曜日

なこそのせき

映画 「喜びも悲しみも幾歳月」の原作の舞台となり、また故美空ひばりの この周辺は県立勿来自然公園に指定され、白河の関（福島県白河市）や

「みだれ髪」歌碑が建立する場所で知られているいわき市薄磯地区。 鼠ヶ関（ねずがせき/山形県鶴岡市）と共に奥州三古関のひとつです。

東日本大震災の大津波が押し寄せ甚大な被害をもたらした地域のひとつ。 小野小町や西行法師など多くの文学作品にその名が残されています。

    注） ＊ 一般タクシー料金は、ハワイアンズ調べ。　  　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１

　　　　　　 同一目的地でも、走行ルート等の違いにより料金の変動する場合があります。
     　         ホテルハワイアンズ  フロント     　         ホテルハワイアンズ  フロント     　         ホテルハワイアンズ  フロント     　         ホテルハワイアンズ  フロント

　　　　 ＊ お申し込みの際は、お立寄り先の営業日・営業時間などをよくご確認下さい。
　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント

　　　　 ＊ 上記の<人気のおすすめコース 以外にも、お好きなコースの設定が可能です。
　　          　モノリスタワー フロント　　          　モノリスタワー フロント　　          　モノリスタワー フロント　　          　モノリスタワー フロント

　　　　  　 但、遠方コースの場合、１タイムタクシー料金が適用にならない場合がございます。
               （20１2．12／ＪＫＩ）

1タイム1タイム1タイム1タイム・タクシータクシータクシータクシー企画商品企画商品企画商品企画商品 　お好きなコースが選べます。

最大最大最大最大　　　　４４４４名様名様名様名様 １１１１時間時間時間時間あたりあたりあたりあたり　　　　　　　　４４４４，，，，００００００００００００円円円円    （1（1（1（1台台台台））））

　いわき市の自然・歴史を満喫！

ごごごご料金料金料金料金

車種車種車種車種 定員定員定員定員                                                         単価単価単価単価    　　　　（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型型型型

ジジジジ　　　　　　　　ャャャャ　　　　　　　　ンンンン　　　　　　　　ボボボボ 最大最大最大最大　　　　９９９９名様名様名様名様 １１１１時間時間時間時間あたりあたりあたりあたり　　　　　　　　６６６６，，，，００００００００００００円円円円    （1（1（1（1台台台台））））

人気人気人気人気のおすすめコースのおすすめコースのおすすめコースのおすすめコース

例例例例））））一般一般一般一般タクシーのタクシーのタクシーのタクシーの場合 場合 場合 場合 
１１１１タイム・タクシータイム・タクシータイム・タクシータイム・タクシー

料金料金料金料金    （※ 待機料は含まれません） 料金料金料金料金

42.0Ｋｍ42.0Ｋｍ42.0Ｋｍ42.0Ｋｍ

\15,620円\15,620円\15,620円\15,620円

3時間3時間3時間3時間

\12,000円\12,000円\12,000円\12,000円

\21,670円\21,670円\21,670円\21,670円 \18,000円\18,000円\18,000円\18,000円

44.0Ｋｍ44.0Ｋｍ44.0Ｋｍ44.0Ｋｍ

\16,340円\16,340円\16,340円\16,340円

3時間3時間3時間3時間

\12,000円\12,000円\12,000円\12,000円

\22,670円\22,670円\22,670円\22,670円 \18,000円\18,000円\18,000円\18,000円

48.0Ｋｍ48.0Ｋｍ48.0Ｋｍ48.0Ｋｍ

\17,780円\17,780円\17,780円\17,780円

3時間3時間3時間3時間

\12,000円\12,000円\12,000円\12,000円

\24,670円\24,670円\24,670円\24,670円 \18,000円\18,000円\18,000円\18,000円

奥州三古関のひとつ奥州三古関のひとつ奥州三古関のひとつ奥州三古関のひとつ

54.0Ｋｍ54.0Ｋｍ54.0Ｋｍ54.0Ｋｍ

\19,940円\19,940円\19,940円\19,940円 \16,000円\16,000円\16,000円\16,000円

\27,670円\27,670円\27,670円\27,670円 \24,000円\24,000円\24,000円\24,000円

4時間4時間4時間4時間

  湯本町 いわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるるいわき市石炭・化石館・ほるる  常磐炭鉱の歴史資料館　　　 常磐炭鉱の歴史資料館　　　 常磐炭鉱の歴史資料館　　　 常磐炭鉱の歴史資料館　　　休館日毎週第3火曜日

　薄磯地区　薄磯地区　薄磯地区　薄磯地区    津波被災地津波被災地津波被災地津波被災地 勿来町　勿来の関跡　勿来の関跡　勿来の関跡　勿来の関跡

いわきいわきいわきいわき 観光観光観光観光コースコースコースコース



 時間制のお得な観光タクシー 

距離 時間

ハワイアンズ　⇒　田人観光いちご園（実がやわらかくみずみずしい甘さの ”いちご”が 小　 型 小　 型

 30分間食べ放題です。　 ※入園料別途 ） ⇒ 　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞ

ハワイアンズ　⇒　被災地・薄磯地区 / 塩屋埼灯台（ 大津波の被害地区 / 美空ひばり 小　 型 小　 型

 最後のレコーディング曲となった舞台で観光スポット）　⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞ

ハワイアンズ　⇒　大野観光いちご園 （ 地上1.3メートルの高さで水耕栽培されており、 小　 型 2時間 小　 型

 子供やお年寄りでも採り易く好評です。　※入園料別途 ）  ⇒ ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞ 高速利用料金別 ｼﾞャﾝﾎﾞ

復興「白水阿弥陀堂」 ハワイアンズ ⇒ 白水阿弥陀堂（国指定国宝建造物） ⇒ 塩屋埼灯台・美空ひばり歌碑 小　 型 小　 型
と被災地を学ぶ  （美空ひばり最後のレコーディング曲となった舞台で観光スポット） ⇒ ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞ

 田人町　田人観光いちご園 ◇ 田人観光いちご園　入園料　￥1,300円～　 開園期間 1月上旬～6月末日  平薄磯  塩屋埼灯台・美空ひばり歌碑 ◇震災により塩屋埼灯台参観は中止となっております。

「あき姫」というやや細長い形をした品種のいちごを栽培しております。           薄磯海岸の海抜73ｍの断崖に立つ白亜の灯台で、明治32年に開設され

口当たりがみずみずしい食感で甘味が多く立ったまま苺狩りが楽しめます。           映画 「喜びも悲しみも幾歳月」の原作の舞台となり、故美空ひばりの

◇営業時間　10:00～16:00　　休園日 毎週火曜・水曜日（祝日の場合は日は開園）           「みだれ髪」でも歌われ全国から多くのファンが訪れております。

 国宝　白水阿弥陀堂 ( しらみずあみだどう ) ◇ 白水阿弥陀堂　拝観料　大人　￥420円  四倉町　大野観光いちご園 ◇ 大野観光いちご園　入園料　￥1,200円～　 開園期間 1月上旬～6月上旬

平泉の中尊寺金色堂をかたどった優雅な建物で阿弥陀堂建築の 　　　　　水耕栽培のあき姫、紅ほっぺ、ふくはる香が高設栽培されており、

代表的なもの。　福島県では建造物として国宝に指定されました。 　　　　　かがまずに摘み取ることができるので、子供やお年寄りでも好評です。

◇営業時間　８:30～16:00 ( 季節変動 ）　休館日　毎月第4水曜日　12月第2水・木曜日
　　　　　　◇営業時間　10:00～16:00　　休園日 毎週水曜日（祝日の場合は日は開園）

    注） ＊ 一般タクシー料金は、ハワイアンズ調べ。　

￥20,670円 \12,000円

　　　　 ＊ お申し込みの際は、お立寄り先の営業日・営業時間などをよくご確認下さい。 　　         　ウイルポート  フロント

　　　　 ＊ 上記の<人気のおすすめコース> 以外にも、お好きなコースの設定が可能です。 　　         　モノリスタワー フロント

　48.0Ｋｍ
￥17,780円

3時間

　　　　  　 但、市外・県外コースとなる場合、１時間分の料金が加算となります。                （20１2/9/15／ＪＫＩ）

 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１

　　　　　　 同一目的地でも、走行ルート等の違いにより料金の変動する場合があります。      　        ホテルハワイアンズ  フロント

\12,000円
￥24,670円 \18,000円

\12,000円

 54.0Ｋｍ
￥19,940円   \8,000円
￥27,670円 \12,000円

 40.0Ｋｍ
￥14,900円

2時間
  \8,000円

人気のおすすめコース
例）一般タクシーの場合 １タイム・タクシー

料金 （※ 待機料は含まれません） 料金

 38.0Ｋｍ
￥14,180円

2時間
  \8,000円

￥19,670円

定員               単価 　（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）

小　　　　　　　　型 最大　４名様 １時間あたり　　４，０００円 （1台）

ジ　　ャ　　ン　　ボ 最大　９名様

車種

１時間あたり　　６，０００円 （1台）

田人観光苺狩り

被災地を学ぶ

大野観光苺狩り

♬  バスツアーには無い

１タイム・タクシー 　　冬のお勧めスポット
    お好きなコースが選べます♪

ご料金



距離距離距離距離 時間時間時間時間

被災地区

ハワイアンズ　⇒　薄磯地区・被災地ハワイアンズ　⇒　薄磯地区・被災地ハワイアンズ　⇒　薄磯地区・被災地ハワイアンズ　⇒　薄磯地区・被災地（東日本大震災による津波被災地区）　⇒　⇒　⇒　⇒  　小　 型 　小　 型 　小　 型 　小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

桜公園コース

　⇒⇒⇒⇒　三崎公園三崎公園三崎公園三崎公園（太平洋が一望できる展望台と桜名所の公園）　⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

諏訪神社

ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜    （いわき市最大級のシダレ桜で市天然記念物）    小　 型   小　 型   小　 型   小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

被災地コース

 　 ⇒　薄磯地区・被災地⇒　薄磯地区・被災地⇒　薄磯地区・被災地⇒　薄磯地区・被災地（東日本大震災の津波被災地区）　⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

諏訪神社

ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　ハワイアンズ　⇒　諏訪神社のシダレ桜 諏訪神社のシダレ桜 諏訪神社のシダレ桜 諏訪神社のシダレ桜 （いわき市最大級のシダレ桜で市天然記念物）    小　 型   小　 型   小　 型   小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

商店街コース

 ⇒　浜風商店街⇒　浜風商店街⇒　浜風商店街⇒　浜風商店街（日本初の仮設商店街）　⇒　久之浜地区・被災地　⇒　ハワイアンズ　⇒　久之浜地区・被災地　⇒　ハワイアンズ　⇒　久之浜地区・被災地　⇒　ハワイアンズ　⇒　久之浜地区・被災地　⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

浜風商店街

ハワイアンズ　⇒　浜風商店街ハワイアンズ　⇒　浜風商店街ハワイアンズ　⇒　浜風商店街ハワイアンズ　⇒　浜風商店街    （日本初の仮設商店街）　⇒　薄磯地区・被災地　⇒⇒　薄磯地区・被災地　⇒⇒　薄磯地区・被災地　⇒⇒　薄磯地区・被災地　⇒  　小　 型 　小　 型 　小　 型 　小　 型 小　 型小　 型小　 型小　 型

桜公園コース

　　　　三崎公園三崎公園三崎公園三崎公園（太平洋が一望できる展望台と桜名所の公園）　⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ⇒　ハワイアンズ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ ｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞｼﾞャﾝﾎﾞ

開花時期開花時期開花時期開花時期　4月上旬～中旬頃　・樹齢500年程のエドヒガンサクラ　4月上旬～中旬頃　・樹齢500年程のエドヒガンサクラ　4月上旬～中旬頃　・樹齢500年程のエドヒガンサクラ　4月上旬～中旬頃　・樹齢500年程のエドヒガンサクラ 開花時期開花時期開花時期開花時期　4月中旬～下旬頃  ・ソメイヨシノ 200本程　4月中旬～下旬頃  ・ソメイヨシノ 200本程　4月中旬～下旬頃  ・ソメイヨシノ 200本程　4月中旬～下旬頃  ・ソメイヨシノ 200本程

諏訪神社のシダレ桜は樹齢500年のいわき市で最大級の大きさを誇り 小名浜港の高台にある三崎公園は市内の観光スポットとなっております。

平成11年4月30日には市指定天然記念物に認定された名木です。 公園内には展望塔「いわきマリンタワー」があり、雄大な太平洋を一望でき

開花時期の夜間には、桜のライトアップもあり多くの花見客が訪れます。 また敷地内には約200本のソメイヨシノが咲き誇る市民憩いの公園です。

映画 「喜びも悲しみも幾歳月」の原作の舞台となり、また故美空ひばりの 東日本大震災により被害を受けた久之浜の商店街。　苦難を乗り越えて

「みだれ髪」歌碑が建立する場所で知られているいわき市薄磯地区。 日本初となる仮設商店街として久之浜第一小学校敷地内にオープン。

東日本大震災の大津波が押し寄せ甚大な被害をもたらした地域のひとつ。 復興のシンボルとして全国の方々が視察・見学に商店街を訪れております

    注） ＊ 一般タクシー料金は、ハワイアンズ調べ。　  　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１ 　 お申し込み・お問い合わせは    ・・・・・   ℡ ０２４６－４３－３１９１

　　　　　　 同一目的地でも、走行ルート等の違いにより料金の変動する場合があります。
     　        ホテルハワイアンズ  フロント     　        ホテルハワイアンズ  フロント     　        ホテルハワイアンズ  フロント     　        ホテルハワイアンズ  フロント

　　　　 ＊ お申し込みの際は、お立寄り先の営業日・営業時間などをよくご確認下さい。
　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント　　          　ウイルポート フロント

　　　　 ＊ 上記の<人気のおすすめコース 以外にも、お好きなコースの設定が可能です。
　　          　モノリスタワーフロント　　          　モノリスタワーフロント　　          　モノリスタワーフロント　　          　モノリスタワーフロント

　　　　  　 但、市外・県外コースとなる場合、１時間分の料金が加算となります。
               （20１2．1.210／ＪＫＩ）

東日本大震災の大津波で甚大な被害を受けた地域
薄磯地区薄磯地区薄磯地区薄磯地区    被災地被災地被災地被災地 久之浜町久之浜町久之浜町久之浜町    浜風商店街浜風商店街浜風商店街浜風商店街

日本初の震災仮設商店街

諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜諏訪神社のシダレ桜 小名浜    三崎公園三崎公園三崎公園三崎公園

71.0Ｋｍ71.0Ｋｍ71.0Ｋｍ71.0Ｋｍ

\26,060円\26,060円\26,060円\26,060円

 4時間 4時間 4時間 4時間

\16,000円\16,000円\16,000円\16,000円

\36,170円\36,170円\36,170円\36,170円 \24,000円\24,000円\24,000円\24,000円

66.0Ｋｍ66.0Ｋｍ66.0Ｋｍ66.0Ｋｍ

\24,260円\24,260円\24,260円\24,260円

 4時間 4時間 4時間 4時間

\16,000円\16,000円\16,000円\16,000円

\33,670円\33,670円\33,670円\33,670円 \24,000円\24,000円\24,000円\24,000円

68.0Ｋｍ68.0Ｋｍ68.0Ｋｍ68.0Ｋｍ

\24,980円\24,980円\24,980円\24,980円

 3時間 3時間 3時間 3時間

\12,000円\12,000円\12,000円\12,000円

\34,670円\34,670円\34,670円\34,670円 \18,000円\18,000円\18,000円\18,000円

47.0Ｋｍ47.0Ｋｍ47.0Ｋｍ47.0Ｋｍ

\17,420円\17,420円\17,420円\17,420円

 3時間 3時間 3時間 3時間

\12,000円\12,000円\12,000円\12,000円

\24,170円\24,170円\24,170円\24,170円 \18,000円\18,000円\18,000円\18,000円

人気人気人気人気のおすすめコースのおすすめコースのおすすめコースのおすすめコース

例例例例））））一般一般一般一般タクシーのタクシーのタクシーのタクシーの場合 場合 場合 場合 
１１１１タイム・タクシータイム・タクシータイム・タクシータイム・タクシー

料金料金料金料金    （※ 待機料は含まれません） 料金料金料金料金

ごごごご料金料金料金料金

車種車種車種車種 定員定員定員定員                                                         単価単価単価単価    　　　　（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）（※ 県外コースの場合、１時間分料金が加算されます）

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型型型型 最大最大最大最大　　　　４４４４名様名様名様名様 １１１１時間時間時間時間あたりあたりあたりあたり　　　　　　　　４４４４，，，，００００００００００００円円円円    （1（1（1（1台台台台））））

ジジジジ　　　　　　　　ャャャャ　　　　　　　　ンンンン　　　　　　　　ボボボボ 最大最大最大最大　　　　９９９９名様名様名様名様 １１１１時間時間時間時間あたりあたりあたりあたり　　　　　　　　６６６６，，，，００００００００００００円円円円    （1（1（1（1台台台台））））

いわき市の桜の名所へ

1タイム1タイム1タイム1タイム・タクシータクシータクシータクシー企画商品企画商品企画商品企画商品 お好きなコースが選べます。

いわき桜紀行と被災地・復興への歩みいわき桜紀行と被災地・復興への歩みいわき桜紀行と被災地・復興への歩みいわき桜紀行と被災地・復興への歩み


