㈲出雲観光タクシー / Izumo Kanko Taxi Ltd

■ 島根本社 ■
〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木854-3
TEL/0853-53-6010 FAX/0853-53-6020
http://www.izumokanko.com
E-mail info@izumokanko.com

■ 東京支社 ■
〒121-0012 東京都足立区青井5-12-41
TEL/FAX 03-4285-1601
E-mail hosono@izumokanko.com

■ Shimane Headofice ■
854-3 Kitaaraki, Taisha-cho, Izumo Shimane Japan 〒699-0722
TEL/81-853-53-6010 FAX/81-853-53-6020
http://www.izumokanko.com
E-mail info@izumokanko.com

■ Tokyo Branch ■
5-12-41 Aoi, Adachi-ku, Tokyo 〒121-0012
TEL/FAX 81-3-4285-1601
E-mail hosono@izumokanko.com

車内フリーWi-Fi / DVD・CD・カラオケ / 冷蔵庫 / 100V電源完備 / 抗菌・消臭エアコン 全車に標準装備しています
In-car Free Wi-Fi / DVD · CD · Karaoke / Refrigerator / 100 V Power Supply / Antibacterial · Deodorant Air conditioner as standard equipment on all models.

三菱ふそうAEROACE エクシードサロン
〔正座席45席+補助席8席〕
MitsubishiFuso AEROACE Exceed salon
〔45 Regular seat snd 8 extra seat〕

〔大型トランク・ツインモニター・サロンシート・各席USBポート〕

日野SELEGA エクシードサロン〔正座席27席〕
HINO SELEGA Exceed salon〔27 Regular seat〕

〔Large trunk · twin monitor · salon seat · each seat USB port〕

〔大型トランク・ツインモニター・サロンシート・USBポート有〕
〔Large trunk · twin monitor · salon seat · USB port〕

〔座席図…日野/いすゞ共通〕
〔Seat chart, Hino / Isuzu common〕

三菱ふそうAEROACE エクシードサロン
〔正座席45席+補助席8席〕
MitsubishiFuso AEROACE Exceed salon
〔45 Regular seat snd 8 extra seat〕

三菱ふそうAEROACE エクシード
〔正座席49席+補助席6席〕
MitsubishiFuso AEROACE Exceed
〔49 Regular seat snd 6 extra seat〕

いすゞGALA エクシードサロン〔正座席27席〕
ISUZU GALA Exceed salon〔27 Regular seat〕

〔大型トランク・ツインモニター・サロンシート・USBポート有〕
〔Large trunk · twin monitor · salon seat · USB port〕

〔大型トランク・ツインモニター・サロンシート〕
〔Large trunk · twin monitor · salon seat〕

〔大型トランク・ツインモニター・USBポート窓側に設置〕
〔Large trunk · twin monitor · USB port installed on the window side〕

トヨタコースター〔正座席21席+補助席6席〕
TOYOTA Coaster
〔21 Regular seat snd 6 extra seat〕

〔観音開きトランク・モニター〕
〔Double doors trunk ・ monitor〕

〔大容量トランク〕
〔large capacity trunk〕

トヨタハイエース 〔乗車定員９名様〕
TOYOTA HIACE 〔ｃapacity 9 seat〕

（※注 ジャンボは100V電源/抗菌消臭エアコンのみ）
（※Note 100V power supply /
antibacterial deodorizing air conditioner only）

トヨタコースター〔正座席17席+補助席6席〕
TOYOTA Coaster
〔17 Regular seat snd 6 extra seat〕

〔観音開きトランク・モニター・手荷物スペース有〕
〔Double doors trunk ・ monitor ・ Baggage space〕

■トヨタ クラウンロイヤルサルーン(ハイヤー仕様)
TOYOTA CROWN stayle for VIP

乗車定員４名様
capacity 4sheet

〔快適シートで高品質な旅を提供します。広々としたトランクで荷物も積めます。〕
〔Provide high quality travel with comfortable seat.
We also load luggage with a spacious trunk.〕

■トヨタ クラウン（スーパーサルーン）
TOYOTA CROWN Super Saloon

乗車定員４名様
capacity 4sheet

〔送迎から観光まで幅広く対応できる車種です。ハイヤー仕様にもできます。〕
〔It is welcoming and good for a special guest transfer.
And good for sightseeing, it can be used widely〕

■トヨタ ジャパンタクシー

乗車定員４名様
capacity 4sheet

〔通常送迎、観光、花嫁とマルチな次世代タクシーで
トランクも広く、ベンチシート採用で乗降りもしやすいです〕
〔Next-generation taxis such as regular transportation, sightseeing, bridal,
Easy to get on and off with big luggage space, bench seat adoption.〕

■トヨタ ハイエース

TOYOTA HIACE

乗車定員９名様
capacity 9sheet

〔100V電源、抗菌消臭エアコン採用、大容量トランクで個人送迎から
観光、映画/番組等ロケまで幅広く活用いただけます〕
〔100 Volt power supply, large capacity trunk,
From personal transportation to sightseeing,
movies / programs etc. You can use it for location.〕

名様

名様
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※高速道路使用を前提としています。( Calculated based on Using Highway )

