
定額制タクシー乗り放題サービス実証実験 実施内容 

■実施概要 

篠山口駅および篠山市街を中心とした観光地において、指定された観光施設相互間をタクシーを使用して定額で
何度でも配車・乗車ができる※1サービスを試行します。 

■乗り降りが可能な施設 

■ご利用にあたっての注意点 

• ご利用にあたって、事前にご予約が必要となります。ご予約は本紙下の「ご予約はこちら」で指定のwebサイト
からご予約ください（当日予約可）。また、組数に上限がありますので、早めのご予約をお願いいたします。 

• パスポートは、丹波篠山観光ステーション（駅改札を出て左に約50ｍ）にて販売いたします。なお、お受け取り
が可能な時間は、各日とも9：00～16：00です。 

• 本サービスは、予約時に指定した日付当日のみ利用可能です。日付をまたがってのご使用はできません。 
• その他注意点につきましては、別紙２－５の【ご利用にあたって】を必ずご確認いただき、ご利用の条件を確認

したうえでご予約をお願いいたします。 
 

■おねだん 
タクシーのご利用料金として、パスポート1枚あたり5,000円（税込）で販売いたします。  
（パスポート1枚で中型タクシー1台の利用が可能） 

お問い合わせ・パスポートのご予約はこちら https://dssym.dennokotsu.jp/demo/sasayama 

【１】 

■ご利用可能日 
2019年3月9日（土）～2019年3月17日（日） 各日とも10：00～19：00 ※２（配車は18：30まで） 
上記の期間・時間内でタクシーの手配・乗車が何度でも可能※1となります 

■ご利用の流れ 

詳細は別紙2－2の「ご利用方法」をご覧ください 

※2 「福住宿場町ホテルNIPPONIA」発着の送迎は、10：30～18：00となります。 

詳細は別紙2－4の「乗降可能箇所付近の施設に関するご案内」をご覧ください。 

【ご利用イメージ図】 

① Webサイトから実証実験参加の予約を行う 
② 篠山口駅「丹波篠山観光ステーション」でパスポートを受け取り、料金を支払う 
③ パスポートに記載のQRコードからwebサイトにアクセスし、タクシーを手配する 
④ 配車されたタクシーに乗車して、観光地相互間を移動 
⑤ 時間内であれば、③、④が何度でも可能 ※1 

⑥ 後日アンケートへのご協力をお願いいたします 

※1 時間帯等、条件があります。詳細は最終ページ「ご利用にあたって」を参照ください。 

or 
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定額制タクシー乗り放題サービス実証実験 ご利用方法 

【２】 

■パスポートの予約 

① 別紙２－１の「ご予約はこちら」より、予約サイトへアクセスして下さい。 
② 予約フォーム上の必要事項（ご利用日、おなまえ（名字のみ）、お電話番号、メールアドレス」をご記入し、

「送信」ボタンをクリックして下さい。 
③ ご登録いただいた方へは、メールで必ず登録が完了した旨のご連絡を行います。こちらの連絡をもってご登

録が完了となります。※あらかじめ「westjr.co.jp」ドメインからのメールを受信できるように設定して下さい。 

■パスポートの受け取り 

  ご利用当日、篠山口駅の改札を出て左へ約50ｍ先にある「丹波篠山観光ステーション」にてパスポートを 
   お受け取りいただき、受け取り時に代金をお支払いください。（現金のみの対応、クレジットカード不可） 

【パスポート受取場所】 

東出口

西出口

改札

みどりの窓口

売店

待合室

丹波篠山
観光ステーション 【丹波篠山観光ステーションの場所】

篠山口駅改札を出て左に曲がって約50ｍの場所

【webでの予約方法（画像は全てイメージです）】 

①URLをクリックまたは 
 QRコード読み取り 

②使用日を入力 

③電話番号等を入力 

④画面をスクロールし、下の 
「予約をする」ボタンを押す 

⑤登録アドレスにメールが届き、予約完了 
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タクシー定額乗車サービス パスポート

配車は下記のQRコードへアクセス
または下記の電話番号へのお電話から

 000-0000-0000

QRコード配車専用ダイヤル

※ご使用にあたっては、裏面の
注意事項はよくお読みください

No.001    利用可能日：2019年3月9日

定額制タクシー乗り放題サービス実証実験 ご利用方法 

① 後日、webもしくは電話でアンケートを実施いたしますのでご協力をお願いします。 

【３】 

■タクシーの手配 

① パスポートに記載のQRコードから手配用のwebサイトへアクセスしてください。 
② Webサイト上の入力フォームより、「乗車日時」に乗車予定時間を、「乗り場」に乗車地を、「行き先」に

降車地をそれぞれ選択してください。 
③ タクシーが到着しましたら、乗務員にパスポートを見せてご乗車ください。 

■アンケート 

①QRコードより
アクセス 

パスポート概要（表面） 

パスポート概要（裏面） 

ご利用にあたっての注意事項

• 本チケットは、表面記載の利用可能日当日に限りご使用が可能です

• 本サービスでのタクシー利用可能時間は、10:00～19:00（乗車可能時間は10:00～18:00）
です

• 本サービスでは、別紙に記載のリストのみ乗車・降車が可能です

• 一度配車を行うと、指定した乗車予定時刻から30分間はタクシーの乗車ができません

• 本サービスは、表面の電話番号またはQRコードで配車をした場合のみ有効です

• 本チケットでタクシーを１回以上ご利用いただいた後でのチケットの払い戻しはできません

• 上記に記載のご利用時間、乗車地、降車値、配車方法以外でタクシーをご利用になられ
る場合は、別途メーターでのタクシー運賃が必要です。ご注意ください

手配用web画面 

③手配時刻を選択 

④乗車地を選択 

⑤行先地を選択 

②お名前を入力（名字のみ） 

⑥「手配する」ボタンで手配完了 

【webでの手配方法（画像は全てイメージです）】 

※webでの手配が困難な場合は、パスポートに記載の電話番号へおかけいただき、手配を行ってください 
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乗降可能箇所付近の施設に関するご案内 

【４】 

番号 乗降可能箇所 施設の説明 観光協会の紹介ページ等 

1 篠山口駅 篠山市の玄関口となるJRの駅 

2 ユニトピアささやま 
宿泊施設、レストラン、入浴施設、特産品売
り場等が併設された施設 

https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2010/12/post-86.html 

3 奥栄 
地元の食材や牡丹鍋等が味わえるお食事処
（お食事は要予約） 

4 集落丸山 築150年の古民家を改築した宿 

5 いわや 
地元の食材や牡丹鍋が味わえるお食事処 
（お食事は要予約） 

6 小西のパン 黒豆を使用したパンが有名なパン屋 
https://tourism.sasayama.jp/2010/09
/post-122.html 

7 大正ロマン館 
大正11年に建築され、篠山町役場として機能
していた建物をリノベーションしたレストラ
ン、売店等が併設された施設 

https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2013/01/post-56.html 

8 
篠山城下町ホテル 

NIPPONIA 
城下町の古民家をリノベーションしたホテル 

9 篠山城大書院 
篠山城築城時に建設され、平成12年に再建さ
れた木造建築物 

https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2013/01/post-48.html 

10 特産館ささやま レストランや篠山の特産品を販売する施設 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2010/09/post-188.html 

11 ほろよい城下蔵 
寛政９年（１７９７年）に建築された酒造の
見学等ができる施設 

https://tourism.sasayama.jp/2012/10
/post-62.html 

12 丹波杜氏酒造記念館 
各種の酒造用具類や資料をはじめ、酒造りの
工程等を展示している施設 

https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2013/01/post-58.html 

13 王地山陶器所 王地山焼の展示等が行われている施設 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2010/09/post-36.html 

14 まけきらい稲荷 赤い鳥居がトンネルのように続く稲荷神社 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2010/10/post-57.html 

15 ささやま荘 温泉施設やレストラン等が併設された施設 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2010/09/post-87.html 

16 
丹波古陶館 
能楽資料館 

【丹波古陶館】 
丹波焼の展示が行われている施設 
【能楽資料館】 
能面・装束・楽器など能に関する資料の収集
と研究を行う、全国で唯一の能楽専門の資料
館 

【丹波古陶館】 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2013/01/post-60.html 
 

17 お菓子の里丹波 特産品の販売、茅葺屋根等の施設等 
https://tourism.sasayama.jp/associati
on/2012/03/post-309.html 

18 味土里館 丹波の特産品（農産物等）を取り扱う施設 

19 
福住宿場町ホテル 

NIPPONIA 
宿場町の古民家をリノベーションしたホテル
（注：手配可能時間10：30～18：00） 

https://www.nipponia-
fukusumi.com/concept/ 

※各観光施設とも、休館日等には十分ご注意ください 
 本サービスでは、下記の乗降可能箇所以外への配車・送迎は行っておりません 
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• パスポートの受け取りは、ご利用日当日に篠山口駅の丹波篠山観光ステーションでお受け取りいただけます。お受け取り

が可能な時間は、9：00～16：00で、パスポートの受け取りと引き換えに5,000円（税込）をお支払いいただきます（現金
のみ、カード不可）。 

 
• パスポートの有効期間は、ご利用当日限りとなります。またご利用時間については、10：00～19：00（最終の配車は18：

30で終了）です。但し、「福住宿場町ホテルNIPPONIA」については、ホテル配車時間が10：30～18：00となります。 
 

• 有効期間外、ご利用時間外並びに乗降可能施設以外でのご利用は出来ません。本サービスの範囲外でタクシーをご乗車さ
れる場合は、別途通常のタクシー運賃をお支払いください。 
 

• タクシーの手配方法は、web又は電話となります。なお、webでの手配方法はパスポート記載のQRコードから手配用webサ
イトにアクセスしていただき、フォームに「乗車地」「降車地」「手配時刻」を選択して送信ボタンを押すことで手配が
完了します。電話での手配については、パスポート記載の電話番号までお電話ください。 
 

• 観光周遊を目的としているため、前回の手配時間から30分間は次のタクシー手配が出来ません。ご了承ください。 
 

• 手配時に設定する手配時刻はあくまでも目安であり、交通事情や手配場所によって手配時刻は前後します。本サービスは
設定した手配時刻にタクシーが必ず到着することを保証するものではございませんことをあらかじめご了承ください。 
 

• ご乗車の際は、乗務員にパスポートをお見せください。 
 

• タクシーの所要時間及び配車にかかる時間は、交通事情等により前後する場合がございますので、ご注意ください。 

定額制タクシー乗り放題サービス実証実験 ご利用にあたって 

【５】 

ご利用にあたっては、以下の注意点をよくお読みいただき、下記注意点をご了承の方のみ本サービスをご利用
ください 

• 本サービスは、タクシーご乗車前にパスポートを購入した場合に限りご利用いただけます。 
 

• パスポートは事前予約制です。指定されたwebサイトからご予約をお願いいたします（当日予約可）。 
 

• 本パスポート1枚で、タクシー１台にご乗車が可能です。 
 
• 有料観光施設への入館料は別途お客様負担となります。また、タクシー乗務員による観光案内はございませんのでご了承

ください。 
 
• パスポート未使用の場合のみキャンセルが可能です。一度でもパスポートをご使用いただいた場合、キャンセル及び払い

戻しは不可となります。あらかじめご了承ください。 
 

• 他の割引商品との併用はできません。 
 

• 本サービスは、１台のタクシーを貸切るサービスではございませんため、配車ごとに担当するドライバー及び車が変わる
場合があります。 
 

• 本サービスをご利用になった方へ、web又は電話でのアンケートを行っておりますので、ご協力をお願いします。 
 

• その他、タクシーに関するご利用条件・禁止事項等は、日本交通株式会社の運送約款等、日本交通株式会社のご利用条件
等に準じます。 

【注意事項（全般）】 

【注意事項（予約時）】 
 
• パスポートは事前予約制です。指定されたwebサイトからご予約をお願いいたします（当日予約可）。 

 
• パスポートは、ご予約時に指定された日の当日に限りご使用いただけます。日付をまたがってご使用の場合、2日分の予約

が必要となります。 
 

• 本サービスは、1日5組限定のサービスです。各日の予約数が５件に達しますと、会期中に予約受付を終了することがあり
ます。 

【注意事項（チケット受取～タクシー手配時）】 
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