
日光アウトドアタクシー

グラン
バーベキュー
コース

密を避けた自然の中で、
コンシェルジュ付きで
バーベキューを楽しむプランです

ちょっと贅沢な旅のひとときを

【所要時間：約３時間】

鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

川治
温泉着

川治
温泉発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

バーベキュー
（コンシェルジュ付）
・自由時間

OUTDOOR TAXI

新宿・大宮、浅草・とうきょうスカイツリーから
日光・鬼怒川温泉へダイレクトアクセス企画実施

株式会社ＤＭＣ鬼怒川温泉
運　行

日光タクシー協議会

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461
【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/



■注意事項
　・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切の責任を負いかね
　　ますので予めご了承下さい。
　・出発時間の10分前までにご集合ください。
　・中型タクシー（２名～３名）、またはジャンボタクシー（４名～８名)のご利用となります。

■以下のセットがついた手ぶらでバーベキューをお楽しみいただけるコースです。
　お客様のご要望や季節に応じた内容を「バーベキューコンシェルジュ」がご提案いた
　します。
　・コンシェルジュ１名
　・食事＆飲み物（ウェルカムティー・食後の珈琲）
　・アウトドアレンタル用品
　　【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。
　　（料金は別途となります。）

グランバーベキューコース
【所要時間：約３時間】【所要時間：約３時間】

コンシェルジュ付きでバーベキューを楽しむプラン

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡　鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡
　　川治温泉薬師の湯キャンプ場着（１１：４０）➡
　　バーベキュー（コンシェルジュ付）、自由時間～川治温泉出発（１３：４０）➡
　　鬼怒川温泉内着（１４：００）

会場周辺のおすすめスポット会場周辺のおすすめスポット

川治温泉郷 龍王峡

ゆままにカナディアンカヌー 川治温泉薬師の湯

川治温泉郷 龍王峡

ゆままにカナディアンカヌー 川治温泉薬師の湯



グラン
ピクニック
コース【所要時間：約５時間】

鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

土呂部・
大滝着

土呂部・
大滝発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

昼食・
自由時間
（焚火など）

新宿・大宮、浅草・とうきょうスカイツリーから
日光・鬼怒川温泉へダイレクトアクセス企画実施

株式会社ＤＭＣ鬼怒川温泉
運　行

日光タクシー協議会

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461
【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/

密を避けた大自然の中で
ピクニックを楽しむプラン
栃木県ブランド魚
「プレミアムヤシオマス」も
ご賞味いただけます

密を避けた大自然の中で
ピクニックを楽しむプラン
栃木県ブランド魚
「プレミアムヤシオマス」も
ご賞味いただけます

日光アウトドアタクシー
ちょっと贅沢な旅のひとときを

OUTDOOR TAXI



【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】

栃木県ブランド魚「プレミアムヤシオマス」をご賞味

■注意事項
　・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切の責任を負いかね
　　ますので予めご了承下さい。
　・出発時間の10分前までにご集合ください。
　・中型タクシー（２名～３名）、またはジャンボタクシー（４名～８名)のご利用となります。

■以下のセットがついた手ぶらでピクニックをお楽しみいただけるコースです。
　・昼食
　・アウトドアレンタル用品
　　【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。
　　（料金は別途となります。）

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡　鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡
　　土呂部・大滝着（１２：００）➡　昼食、自由時間（焚火など）➡
　　大滝出発（１５：２０）➡　鬼怒川温泉内着（１６：００）

会場周辺のおすすめスポット会場周辺のおすすめスポット

黒部ダム 瀬戸合峡黒部ダム 瀬戸合峡

グランピクニックコース

■会場（土呂部・大滝）について
　世界遺産の日光東照宮や中禅寺湖など、日本の一大観光地の栃木県日光。その観光地区からさら
に北上した、木々に囲まれた静謐な地域の日光市土呂部（どろぶ）。関東で最も寒い場所とされ、
冬では－15℃を下回ることも珍しくない、山と人々の暮らしが静かに共存する地域に「大滝」は
あります。水源の原生林から流れるミネラル豊かな清流の水と冷水を好む鱒に適した水温。朝晩の
自然の水温差が身がしまり、ほどよく甘い脂の「旨み」を創り出しています。大滝は、この地域で
40年以上養殖業を営んでおり、ヤシオマス、ヤマメ、イワナ、ニジマスなど鱒の育成ノウハウが
培われてきました。この地だからでこそできる伝統な製法を守るながらも常識にとらわれない、新
しい開発にも取り組んでおります。
　大滝日光紅鱒は、栃木県ブランド魚「プレミアムヤシオマス」の認証も受けています。



里山グラン
ピクニック
コース

里山（棚田）の風景を楽しみ
ながら、ご当地産のお米を
栃木県内・日光市内の食材と
美味しく食べるプラン

里山（棚田）の風景を楽しみ
ながら、ご当地産のお米を
栃木県内・日光市内の食材と
美味しく食べるプラン

【所要時間：約５時間】

日光アウトドアタクシー
ちょっと贅沢な旅のひとときを

OUTDOOR TAXI

鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

小百・
八木澤
ファーム
着

小百・
八木澤
ファーム
発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

昼食・
自由時間
（焚火など）

新宿・大宮、浅草・とうきょうスカイツリーから
日光・鬼怒川温泉へダイレクトアクセス企画実施

株式会社ＤＭＣ鬼怒川温泉
運　行

日光タクシー協議会

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

タクシーだか
ら

　　　移動が
楽々

お酒もみんな
で

　　　　楽し
める

ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461
【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/



日光の里山（棚田）の景色を楽しみながらご当地産のお米を味わう

【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】

■注意事項
　・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切の責任を負いかね
　　ますので予めご了承下さい。
　・出発時間の10分前までにご集合ください。
　・中型タクシー（２名～３名）、またはジャンボタクシー（４名～８名)のご利用となります。

■以下のセットがついた手ぶらでピクニックをお楽しみいただけるコースです。
　・昼食
　・アウトドアレンタル用品
　　【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。
　　（料金は別途となります。）

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡　鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡
　　小百八木澤ファーム着（１１：３０）➡　昼食、自由時間（焚火など）➡
　　八木澤ファーム出発（１３：３０）➡　鬼怒川温泉内着（１４：００）

会場周辺のおすすめスポット会場周辺のおすすめスポット

小百川桜公園 高百の床滑小百川桜公園 高百の床滑

■会場（土呂部・大滝）について
　お食事のメインは日光八木澤ファームさんが棚田で丹精込めて作ったお米（ゆうだい２１）で
す。ゆうだい２１は、栃木県内の宇都宮大学で育成した品種で、コシヒカリより甘味や粘りが強
く、冷めてもおいしいお米です。
　このコースでは、ごはんをより美味しく味わっていただくために、器は栃木県の誇る益子焼をご
準備しました。
　ごはんのお供には、高原名水卵（日本百名水の尚仁沢湧水のお水で育った鶏の卵）に日光東照宮
献上醤油「譜代相伝」、日光ろばた漬け（お漬物）、炭火でじっくり３時間焼いた川魚、豚汁など
をご用意いたしました。
　おいしいごはんの育った棚田を眺めながらお召し上がりください。

里山グランピクニックコース



OUTDOOR TAXI

日光アウトドアタクシー
ちょっと贅沢な旅のひとときを

タクシーだから移動が楽々
お酒もみんなで楽しめる
タクシーだから移動が楽々
お酒もみんなで楽しめる

グランバーベキューコース
鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

川治
温泉着

川治
温泉発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

バーベキュー
（コンシェルジュ付）
・自由時間

【所要時間：約３時間】【所要時間：約３時間】

コンシェルジュ付きでバーベキューを楽しむプラン

グランピクニックコース
鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

川治
温泉着

川治
温泉発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

バーベキュー
（コンシェルジュ付）
・自由時間

【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】

栃木県ブランド魚「プレミアムヤシオマス」をご賞味

里山グランピクニックコース
鬼怒川
温泉内発

鬼怒川
温泉内着

小百・
八木澤
ファーム
着

小百・
八木澤
ファーム
発

鬼怒川内で
ショッピング
（飲み物・
デザートなど）

昼食・
自由時間
（焚火など）

【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】

日光の里山（棚田）の景色を楽しみながらご当地産のお米を味わう

新宿・大宮、浅草・とうきょうスカイツリーから
日光・鬼怒川温泉へダイレクトアクセス企画実施

株式会社ＤＭＣ鬼怒川温泉
運　行

日光タクシー協議会

ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461ご用命・お問い合わせは☎0288-77-0461
【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/【㈱DMC鬼怒川温泉】　https://kinugawa-onsen.jp/



OUTDOOR TAXI日光アウトドアタクシー日光アウトドアタクシー
日光の自然を満喫しながら手ぶらでアウトドアが楽しめるちょっと贅沢な３プラン

■注意事項
　・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
　・出発時間の10分前までにご集合ください。
　・中型タクシー（２名～３名）、またはジャンボタクシー（４名～８名)のご利用となります。

■以下のセットがついた手ぶらでピクニックをお楽しみいただけるコースです。
　・昼食
　・アウトドアレンタル用品【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。（料金は別途となります。）

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡小百八木澤ファーム着（１１：３０）➡
　　昼食、自由時間（焚火など）➡八木澤ファーム出発（１３：３０）➡鬼怒川温泉内着（１４：００）

日光の里山（棚田）の景色を楽しみながらご当地産のお米を味わう

【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】里山グランピクニックコース

■以下のセットがついた手ぶらでピクニックをお楽しみいただけるコースです。
　・昼食
　・アウトドアレンタル用品【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。（料金は別途となります。）

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡土呂部・大滝着（１２：００）➡
　　昼食、自由時間（焚火など）➡大滝出発（１５：２０）➡　鬼怒川温泉内着（１６：００

【所要時間：約５時間】【所要時間：約５時間】

栃木県ブランド魚「プレミアムヤシオマス」をご賞味

グランピクニックコース

■以下のセットがついた手ぶらでバーベキューをお楽しみいただけるコースです。
　お客様のご要望や季節に応じた内容を「バーベキューコンシェルジュ」がご提案いたします。
　・コンシェルジュ１名　　・食事＆飲み物（ウェルカムティー・食後の珈琲）
　　・アウトドアレンタル用品【チェアー（２～４脚）、テーブル（１台）、ガスセット、コーヒー用ポット、
　　コーヒーカップ（２～４個）、皿、カトラリー、ブランケット、雨天時のターブなど】
　※お酒やデザートなどにつきましては、ショッピングの時間帯にご購入してください。（料金は別途となります。）

グランバーベキューコース【所要時間：約３時間】【所要時間：約３時間】

コンシェルジュ付きでバーベキューを楽しむプラン

■8:00～12:00までの間で、ご指定の時間に出発いたします。
　【１１：００に出発した場合の行程例】
　　鬼怒川温泉内出発（１１：００）➡鬼怒川内でショッピング（飲み物・デザートなど）➡川治温泉薬師の湯キャンプ場着（１１：４０）➡
　　バーベキュー（コンシェルジュ付）、自由時間～川治温泉出発（１３：４０）➡鬼怒川温泉内着（１４：００）


