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 平成２８年９月２日 

広域観光に対応するため、観光ガイドタクシーのルートを刷新！ 

ミニバンタイプの新型タクシー車両も導入！ 

 

濃飛タクシー（所在地：飛騨市神岡町 濃飛乗合自動車㈱運営 社長：齋藤 尚正）は、 

９月１日より、観光ガイドタクシーのルートを刷新し予約の受付を開始しました。 

観光ガイドタクシーは、タクシー運転士が移動中だけではなく観光地においても下車して

観光案内を行うもので、同社では平成２６年１１月から運行してきました。平成２７年の運

賃制度の改正により、最寄りの駅等の発着に限定されていたルートの設定が、ホテルや旅館

発着等も設定できるようになったことから、従来のルートを全面的に見直し８ルート計３８

コースを設定、中部運輸局へ申請を行い９月１日付で認可となりました。 

運賃は、通常の時間制運賃の約４割引となっており、また予約制ですので、飛騨地域の観

光、富山・高岡への送迎など広域的に観光するお客様にとって大変お得に、便利にご利用い

ただけます。 

 

 また、同社では観光ガイドタクシー用に、ミニバンタイプの新型車両１台を８月３１日に

導入しました。この車両は６人乗り（運転士含む）で、通常の中型車運賃で利用でき、大き

な荷物も積める荷物用スペースや、車内１１インチモニター（観光ＤＶＤなどを車内で放映

可能）・スマートフォン充電用ＵＳＢ端子等を装備しています。観光ガイドタクシーの予約

が無い日は、一般のタクシーとしても使用します。 

 

 同社では、観光ガイドタクシーの新ルートへの刷新と新しい車両の導入で、この地域を訪

れる観光客の利便がさらに向上し地域の活性化に繋がれば、と期待しています。 

 

新コースの設定内容は下記の通りです。 

 

記 

 １、観光ガイドタクシー、新ルートの内容（運賃等の詳細は、別紙） 

  ①「白川郷と高山市内観光」ルート…７コース 

  ②「白川郷と五箇山、相倉」ルート…７コース 

  ③「白川郷と白壁土蔵の街並み飛騨古川」ルート…７コース 

  ④「白川郷と天守閣展望台と合掌民家園」ルート…７コース 

  ⑤「新穂高ロープウェイと上高地」ルート…３コース 

  ⑥「上高地と乗鞍スカイライン」ルート…３コース 

  ⑦「レールマウンテンバイク「Gattan Go」と新穂高ロープウェイ」ルート…２コース 

  ⑧「レールマウンテンバイク「Gattan Go」と飛騨古川」ルート…２コース 

 

  ２、観光ガイドタクシーの問い合わせ・予約先 

    濃飛タクシー ０５７８－８２－１１１１（８：３０～１８：００） 

以上 

 

 

 

 



 

参考資料 

 

 このほど導入した、ミニバンタイプの新型車両 

トヨタ エスクァイア Xi（ノア、ボクシーの兄弟車）、ワンボックスタイプ 4WD 

 



別紙：「ルート・運賃一覧」

ルート名 経過地 所要時間 車種区分 備考

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ５４，２００ 円

中　型　車 ４１，０００ 円

ジャンボタクシー ４９，０００ 円

中　型　車 ３７，０００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ５１，６００ 円

中　型　車 ３９，０００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ５１，６００ 円

中　型　車 ３９，０００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４９，０００ 円

中　型　車 ３７，０００ 円

ジャンボタクシー ４３，９００ 円

中　型　車 ３３，２００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円
逆ルート
も設定

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

２－４ 白川郷と五箇山、相倉
富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→高山市内

８時間
逆ルート
も設定

２－５ 白川郷と五箇山、相倉
富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→奥飛騨温泉郷

８時間５０分
逆ルート
も設定

２－２ 白川郷と五箇山、相倉
奥飛騨温泉郷→天守閣展望台→荻町合掌集
落→五箇山・相倉合掌集落→奥飛騨温泉郷

９時間３０分

２－３ 白川郷と五箇山、相倉
高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→奥飛騨温泉郷

８時間３０分
逆ルート
も設定

１－７ 白川郷と高山市内観光
高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→奥飛騨温泉郷

９時間４０分
逆ルート
も設定

２－１ 白川郷と五箇山、相倉
高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→高山市内

７時間４０分

１－５ 白川郷と高山市内観光
富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→奥飛騨温泉郷

９時間５０分
逆ルート
も設定

１－６ 白川郷と高山市内観光
高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→高山市内

８時間５０分
逆ルート
も設定

１－３ 白川郷と高山市内観光
高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→奥飛騨温泉郷

９時間３０分
逆ルート
も設定

１－４ 白川郷と高山市内観光
富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→高山市内

９時間
逆ルート
も設定

１－２ 白川郷と高山市内観光
奥飛騨温泉郷→天守閣展望台→荻町合掌集
落→飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館
又はからくり会館→奥飛騨温泉郷

１０時間３０分

２－６２－６ 白川郷と五箇山、相倉
高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→高山市内

７時間５０分

運賃額

１－１ 白川郷と高山市内観光
高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
飛騨の里→古い街並み→高山屋台会館又は
からくり会館→高山市内

８時間４０分

２－７ 白川郷と五箇山、相倉
高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
五箇山・相倉合掌集落→奥飛騨温泉郷

８時間４０分
逆ルート
も設定



ルート名 経過地 所要時間 車種区分 備考

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ５１，６００ 円

中　型　車 ３９，０００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ３１，０００ 円

中　型　車 ２３，４００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ３６，１００ 円

中　型　車 ２７，２００ 円

ジャンボタクシー ３３，６００ 円
逆ルート
も設定

中　型　車 ２５，４００ 円

ジャンボタクシー ３８，７００ 円

中　型　車 ２９，３００ 円

ジャンボタクシー ３３，６００ 円

中　型　車 ２９，３００ 円

ジャンボタクシー ３６，１００ 円

中　型　車 ２７，２００ 円

３－７
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→奥飛騨温
泉郷

８時間５０分
逆ルート
も設定

４－１
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
高山市内

５時間５５分

３－５
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→奥飛騨温
泉郷

９時間
逆ルート
も設定

３－６
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→高山市内

７時間５０分
逆ルート
も設定

３－１
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→高山市内

７時間４０分

３－３
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→奥飛騨温
泉郷

８時間４０分
逆ルート
も設定

３－４
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→高山市内

８時間
逆ルート
も設定

運賃額

３－２
白川郷と白壁土蔵の街並み飛
騨古川

奥飛騨温泉郷→天守閣展望台→荻町合掌集
落→白壁土蔵の街並み、起太鼓会館→奥飛
騨温泉郷

９時間４０分

４－３
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

高山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
奥飛騨温泉郷

６時間４５分
逆ルート
も設定

４－４４－４
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
高山市内

６時間１５分

４－２
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

奥飛騨温泉郷→天守閣展望台→荻町合掌集
落→奥飛騨温泉郷

７時間４５分

４－５
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

富山市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
奥飛騨温泉郷

７時間５分
逆ルート
も設定

４－６
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
高山市内

６時間５分
逆ルート
も設定

４－７
白川郷と天守閣展望台と合掌
民家園

高岡市内→天守閣展望台→荻町合掌集落→
奥飛騨温泉郷

６時間５５分
逆ルート
も設定



ルート名 経過地 所要時間 車種区分 備考

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ３６，１００ 円

中　型　車 ２７，２００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４６，５００ 円

中　型　車 ３５，１００ 円

ジャンボタクシー ３６，１００ 円

中　型　車 ２７，２００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ４１，３００ 円

中　型　車 ３１，２００ 円

ジャンボタクシー ３６，１００ 円

中　型　車 ２７，２００ 円

６時間２０分 ジャンボタクシー ３３，６００ 円

中　型　車 ２５，４００ 円

ジャンボタクシー ３８，７００ 円

中　型　車 ２９，３００ 円

５－１ 新穂高ロープウェイと上高地
高山市内→新穂高ロープウェイ→アルプス
街道平湯→上高地→高山市内

９時間

５－２ 新穂高ロープウェイと上高地
平湯温泉→新穂高ロープウェイ→アルプス
街道平湯→上高地→平湯温泉

７時間

運賃額

５－３ 新穂高ロープウェイと上高地
高山市内→新穂高ロープウェイ→アルプス
街道平湯→上高地→平湯温泉

８時間
逆ルート
も設定

６－１ 上高地と乗鞍スカイライン
高山市内→上高地→アルプス街道平湯→乗
鞍畳平→高山市内

９時間

６－２ 上高地と乗鞍スカイライン
奥飛騨温泉郷→上高地→アルプス街道平湯
→乗鞍畳平→奥飛騨温泉郷

７時間

６－３ 上高地と乗鞍スカイライン
高山市内→上高地→アルプス街道平湯→乗
鞍畳平→奥飛騨温泉郷

８時間
逆ルート
も設定

７－１
レールマウンテンバイク「Ｇ
ａｔｔａｎ Ｇｏ」と新穂高
ロープウェイ

富山市内→神岡町 レールマウンテンバイク
→新穂高ロープウェイ→高山市内

７時間５０分
逆ルート
も設定

７－２
レールマウンテンバイク「Ｇ
ａｔｔａｎ Ｇｏ」と新穂高
ロープウェイ

富山市内→神岡町 レールマウンテンバイク
→新穂高ロープウェイ→奥飛騨温泉郷

６時間５０分
逆ルート
も設定

８－２
レールマウンテンバイク「Ｇ
ａｔｔａｎ Ｇｏ」と飛騨古
川

富山市内→神岡町 レールマウンテンバイク
→白壁土蔵の街並み・起太鼓会館→奥飛騨
温泉郷

７時間２０分
逆ルート
も設定

８－１８－１
レールマウンテンバイク「Ｇ
ａｔｔａｎ Ｇｏ」と飛騨古
川

富山市内→神岡町 レールマウンテンバイク
→白壁土蔵の街並み・起太鼓会館→高山市
内

逆ルート
も設定


