～西の伊勢参り、東の奥参り～

西に位置するお伊勢様を意識するように東に存在する出羽三山を詣でるこ

とを「東の奥参り」とも称した。伊勢神宮を「陽」、出羽三山を「陰」と

とらえ参拝は「対」を成すものと信じられ、一生に一度は必ずそれらを成

羽黒権現を獲得、山頂に祠を創建したのが始まりとされている。皇子はさらに月山権現と湯殿山権現を感得し、三

山の開祖となった。以後、羽黒派古修験道として全国に広がったのである ■国宝・五 重 塔 古くは瀧水寺の五

重塔と言われ、附近には多くの寺院があったが、今はなく五重塔だけが一の坂の登り口左手に素木造り、柿葺、三

※出

間五層の優美な姿で聳り立つ杉小立の間に建っている。■出羽神社（三神合祭殿）社殿は合祭殿造りと称すべき羽

黒派古修験道独自のもので、主に杉材を使用し、内部は総朱塗りで、屋根が萱葺きの豪壮な建物である。

羽三山神社公式ホームページより抜粋

※出羽神社（三神合祭殿）滞在中、タクシー乗務員は、同行いたしません。当該敷地は、とても広く関連施設が点在している

詳しくは
しくは、裏面をご参照下さい。

し遂げねばならない、という習慣が根強くあった。

【出羽三山・羽黒山】出羽三山は、月山、羽黒山、湯殿山の総称であり、古くから山岳修験の山として知られてい

～太古の日本人も確かに感じた自然の精霊、エネルギーがそこにあります～

羽黒山

る。開山は約千四百年前、第三十二代崇峻天皇の皇子である蜂子皇子が三本足の霊烏に導かれ、羽黒山に登拝し、

（重要文化財）三神合祭殿・鏡池

※大人２人様以上でお
でお申込み下さい。

３，８００
８００円

貸切り

(お客様の目的地)

山形県内

どこへでも

移動：行き
き先で変動

でわ、まいる号
羽黒山
移動：約 90 分

●おいしい山形観光のお
のお裾分け価格！
●中学生以下、半額！
！（3 歳以下無料）
り運行！（送迎エリアで変動）
●約 4〜６時間の貸切り
お一人様／税込

リーズナブルな
リーズナブルな料金設定の贅沢な
な貸切りタクシー

期間限定

滞在：約
約 60〜90 分（国宝・五重塔／経由→出羽神社）

★羽黒山・宿坊が最終目的地の場合
場合は、お一人様/税込 2,800 円の料金となります
となります。
★「でわ・まいる号」ご利用のお
のお客様に限り、オプションとして復路便『
『山形県内各地→湯殿山→
おいしい山形空港』ルートを 3,500 円/人でご利用いただけます。
（国宝）
羽黒山五重塔

●お客様の目的地
目的地（送迎エリア）

山形県内全域

でわ、まいる号のご利用について
■Point■
①対象・航空便

伊丹→山形 8:20 着、羽田→山形 9:20 着、名古屋→山形 12:45 着、伊丹→山形 14:50 着 ※10/24 までのダイヤ
※上記、航空便山形空港到着約１０分後に出発致します。（15 名様以上の団体では、ご利用できません）

②運行車両

原則：２〜４名様/小型タクシー、５〜８名様/ジャンボタクシー、9 名様以上/小型バス

③目的地送迎

羽黒山見学後、お客様の目的地（山形県内全域！）へご送迎致します。

④立ち寄り

運行経路を大幅に外れない場合は、特別割引料金１時間あたり、お一人様 1,500 円/税込（中学生以下・半額）の追加料金で時間を
延長しその他の観光施設等へ見学や昼食目的の立寄りも可能です。※お申込みの際、事前に立ち寄り希望の施設をお知らせ下さい。

■Check■
①申込み方法

予約センターへ電話または FAX で利用日の３日前までにお申込み下さい。※シーズン中は、混雑が予想されますので早めのご予約をおすすめ致します。

②行程の変更

必ず羽黒山を経由致します。但し、気象及び道路事情や災害等の事由に伴い、羽黒山の登頂が当日になって困難であると判断した場合は、目的地に直行いたしますが料金は変わりません。

③運行期間

予定：平成２７年６月２０日〜１０月３１日（運行回数に制限があるため期間中に終了する場合がございます。）

④高速道路

原則的に高速道路は、使いません。但し、お客様のご意向で利用する際は、お客様のご負担となります。

⑤キャンセル料

航空会社の事情による欠便。また、利用日前日の 17:00 までご連絡頂ければキャンセル料は、発生致しません。※利用日前日 17:00 以降並びに当日のキャンセルは、全額お支払頂きますので予めご了承願います。

■Reserve■

おいしい山形空港観光貸切タクシー予約センター(天童タクシー) ☎
（023）652-0757 FAX（023）652-0756

・・・・・・・・・・・・・・・ 送信先ＦＡＸ（023）652-0756 ・・・・・・・・・・・・・・・
【 申 込 み 書 】※ご記入頂いた内容は、個人情報保護法に基づき厳重に管理致します。
氏 名
（代表者）

〒

住所

−

グループ名

（スーツケースサイズ以上の手荷物：

連絡先

電話

FAX

利用日

平成 27 年

航空便

□伊丹→山形 8:20 着

月

日（

ヶ）

携帯電話
） 人数

□羽田→山形 9:20 着

大人

子ども

人

□名古屋→山形 12:45 着

人

□伊丹→山形 14:50 着

≪利用日当日に担当の乗務員が、おいしい山形空港ロビー（到着口）にお迎えに上がります。≫

（印をお付け下さい）

ご宿泊予定の温泉地・旅館等、最終目的地の場所・施設名記入

目的地

昼食・見学等、立寄り希望の場所・施設名記入

備考
※立寄り希望施設は、経路や時間の関係で行程に組み込めない場合がございます

■復路オプション（山形県内各地→湯殿山→おいしい山形空港）の利用内容
利用日
航空便

月

日（

）

お迎え場所

□山形 13:15 発→名古屋 □山形 15:20 発→伊丹 □山形 18:00 発→伊丹 □山形 19:00 発→羽田
≪利用日当日に担当の乗務員が、お客様の指定場所にお迎えに上がります。≫

（印をお付け下さい）

※復路オプションは、湯殿山滞在時間（60 分程度）を勘案し航空便出発時刻の４〜６時間前に指定の場所にお迎えに上がります。お迎えの正確な時間や立寄り希望施設等、詳細な
確認作業が必要となりますので、復路オプションは、予約センターのオペレーターに電話で直接ご相談下さい。料金等、その他の利用基準は、羽黒山経由と同じ内容です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【 確 認 書 】この欄は、記入不要です。※予約センターで記入し、後日、お客様の連絡先（FAX）にお送り致します。
・往路行程「

月

日（

）」

確認事項
・運行車種：

山形空港 →

羽黒山→

・復路オプション行程「

月

日（

・料

）」
・その他

→

湯殿山→

山形空港

■表記の通り承りました。担当

金：

でわ、まいる号（観光貸切タクシー
タクシー）

例えば、こんな使い方！
「名古屋〜おいしい山形便
山形便」利用の場合
≪１日目≫
１１：４０ 名古屋（小牧） 空港発【ＦＤＡ３８３便】
１２：４５ おいしい山形空港着
山形空港着
１２：５５ おいしい山形空港発
山形空港発 【 でわ、まいる号 3,800 円／人】
１４：３０〜１６：００ 羽黒山
羽黒山（出羽三山神社、五重塔など）
いでは観光ガイド

国 宝 五 重 塔 拝 観 コ ー ス （ 45 分 程 度 ） 2,500 円

羽黒山 五重塔 （国宝）

※7 日前まで申込

詳 し く は http://www.tsuruokakanko.com/haguro/kankou/ideha.html

１６：３０

湯野浜温泉（宿泊
宿泊）

≪２日目≫
日本海に沈む夕日
【でわ、まいる号 3,500 円／人】
９：００ 湯野浜温泉発【
１０：００〜１１：００ 湯殿山
湯殿山（拝観料 500 円）
１２：００ おいしい山形空港着
山形空港着、エアポートキッチンで昼食（山形名物
山形名物を堪能）
１３：１５ おいしい山形空港発
山形空港発【ＦＤＡ２８４便】→１４：３０
３０ 名古屋（小牧）空港着

「羽田〜おいしい山形便」
」利用の場合
≪１日目≫
【ＪＬ１７５便】
８：２０ 羽田空港発【ＪＬ
９：２０ おいしい山形空港着
山形空港着
９：３０ おいしい山形空港発
山形空港発 【 でわ、まいる号 3,800 円／人＋
＋追加 1,500 円】
１１：００〜１３：００ 羽黒山
羽黒山（出羽三山神社、五重塔、精進料理
精進料理の昼食など）
１３：３０〜１４：３０ 加茂水族館
加茂水族館（入館料 1,000 円）
１５：００ 湯野浜温泉（宿泊
宿泊）
≪２日目≫
午前
鶴岡・酒田市内観光
酒田市内観光、昼食
１３：００ 鶴岡市内発
山形牛すきやきセット（2,000 円:税込）
【でわ、まいる号
号 3,500 円／人 ＋追加 1,500 円 】
１４：００〜１５：００ 湯殿山
湯殿山（拝観料 500 円）
１６：００〜１７：００ 山寺
山寺（拝観料 300 円）
名月荘「エアポートキッチン」(空港２階)
１７：３０ おいしい山形空港着
山形空港着、エアポートキッチンで夕食（山形名物
山形名物を堪能）
１９：００ おいしい山形空港発
山形空港発【ＪＬ１７８便】 →２０：０５
５ 羽田空港着
復路は、蔵王温泉、天童温泉、銀山温泉、さくらんぼ東根温泉等から、山形空港（観光）ライナー・
バスもご利用いただけます！

http://www.yamagata
http://www.yamagata-airport.co.jp/access/liner.html
airport.co.jp/access/liner.html

