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Press Release

密を回避した“新しい旅のかたち” 「タクシー往復送迎付き宿泊プラン」販売開始
―ご好評につき、神戸・京都・福岡の 3 エリアも拡大！―
株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：上田卓味／本社：東京都千代田区）
のリゾートホテル事業「共立リゾート」では、ウィズコロナ・アフターコロナにおける旅行ニーズにお応えするため、
各タクシー会社様とタイアップし、タクシー往復送迎付き宿泊プラン「自宅からリゾートへ直幸往復便」を神戸・
京都・福岡にエリアを拡大し販売開始いたしました。
※Go To トラベルキャンペーンの詳細と送迎可能な市町村の詳細は公式 WEB サイトをご覧ください

公式 WEB サイト ：https://www.hotespa.net/resort/campaign/taxi/list/
本プランは、お客様のご自宅前から共立リゾートの宿まで
タクシーで往復送迎することで、他者との接触を最小限にし、
“Door to Door”の安全な移動を可能にしました。公共交通機関の
移動や人混みによる感染リスクを回避するのみならず、長距離
移動の負担軽減や乗り換えの手間を省き、快適な旅行をお愉
しみいただけます。コロナ禍における旅行ニーズにお応えし、
安心と快適さを兼ね備えた“新しい旅のかたち”をご提案いたし
ます。

※使用画像のダウンロード
https://www.kyoritsugroup.co.jp/release/taxi_kobe_kyoto_fukuoka.zip

本プランは、2020 年 6 月に東京エリアから販売を開始し、多くのお客様にご利用いただき、「コロナ禍でも安心
して旅行ができた」、「公共交通機関の利用が不安だったので、このタクシープランは嬉しい」など様々な反響が
ありました。中にはご高齢の方や足が不自由な方にも「楽に旅行ができた」とお喜びの声をいただいております。
※詳細は別紙「お客様の動向調査」をご覧ください

「自宅からリゾートへ直幸往復便」 嬉しい３つのポイント！

旅のスタートは自宅前から。
タクシーがお迎えにあがります。
帰りも同様、温泉宿から自宅まで
お送りいたします。

車内でのドリンクやおしぼりは
無料のサービスです。少人数移動
のためリラックスできます。

人混みによる感染リスクを避け、
荷物の持ち運びや長距離移動の
負担が少なく、快適さが確保され
ています。

Go To トラベルキャンペーンでお得に！
例）お一人様 1 泊 40,000 円のお部屋にご宿泊の場合
Go To トラベルキャンペーンで、宿泊料金から最大 35％OFF と
なり、1 泊あたり 14,000 円もお得にご利用いただけます。
(6,000 円分の地域共通クーポンを除く)
※料金は施設・日程・人数等により異なりますのでご了承ください

Go To トラベル事業公式サイト参照（https://goto.jata-net.or.jp/）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
共立リゾートではお客様と従業員の安全と健康を第一に考え、
新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。詳しくは下記をご覧ください。

https://www.hotespa.net/resort/pdf/resort_coronavirus_info.pdf

プラン概要および料金の一例
発着地

送迎可能
エリア

神戸

神戸市・明石市・
芦屋市・西宮市
尼崎市・伊丹市・
宝塚市・川西市
川辺郡・
伊丹｛大阪｝空港

京都

京都市・宇治市・
向日市・長岡京市

福岡

福岡市・那珂川市・
大野城市・春日市・
北九州市

タクシー会社

神戸相互タクシー㈱

販売
開始日

10/28

車種

2 名：レクサス、クラウンハイブリッド
3～4 名：アルファード
5 名以上：ハイエース、キャラバン

2 名：カムリ、クラウン
3 名以上：ハイエース

日本交通㈱
11/13
第一交通産業㈱

2 名：クラウンハイブリッド
3～4 名：アルファード
5 名以上：ハイエース

サービス

宿泊対象施設

・車内換気、
車内消毒の徹底
・ドライバーの検温、
健康管理の徹底
・ラグジュアリーな
シートでゆったり
とした車内
・ドリンクやおしぼり
の無料サービス

浜千鳥の湯 海舟
いにしえの宿 伊久
嵐山温泉 花伝抄
円山川温泉 銀花
御宿 敷島館

ラビスタ霧島ヒルズ

※配車状況により車種が異なる場合がございます
かいしゅう

[和歌山県/南紀白浜] 浜千鳥の湯

海舟

和歌山県西牟婁郡白浜町 1698-1
所要時間： 3 時間 50 分（京都駅を起点とした場合）

【タクシー往復送迎＋1 泊夕朝食付き】
平日 2 名 1 室利用時の 1 名様旅行代金

77,260 円

→ Go To 割引適用代金 63,260 円

きりしま

[鹿児島県/霧島]

ラビスタ霧島ヒルズ
鹿児島県霧島市牧園町高千穂 3812-6
所要時間： 4 時間 20 分（博多駅を起点とした場合）

【タクシー往復送迎＋1 泊夕朝食付き】
平日 2 名 1 室利用時の 1 名様旅行代金

→ Go To 割引適用代金 83,040 円

※所要時間は途中休憩、立寄案内等を含む目安時間です
※上記はサービス料金、税金込みの料金です
※宿泊対象施設の詳細と料金に関しては公式 WEB サイトをご参照ください

97,040 円

- 別紙 –

お客様の動向調査
実際に「直幸往復便」をご利用いただいたお客様のアンケートをまとめました。
（調査期間：2020 年 8 月 5 日～11 月 4 日時点／回答数：120 組）

➢ 万全のコロナ対策で、安心した旅行を実感
宿泊した温泉宿も移動のタクシーも、ほとんどのお客様が“しっかり対策されていて安心できた”、
“対策されていた”と回答し、コロナ禍でも安心して旅行されています。

➢ 「直幸往復便」だから旅行に出かけた人は７割以上！移動が楽なタクシー旅行が好評
「直幸往復便」を選んだ理由は “コロナ禍でも安全な旅行ができそう”、“移動が楽そう”の他に、
“高齢者や子どもとの旅行でも安心”、“タクシー旅行に興味がわいた”という声も。
7 割以上のお客様が「直幸往復便」でなければ旅行に行かなかったと回答されています。

➢ 約７割が 40 代以上！車を持っていても、楽に安心して旅行にいきたい
利用者層は経済的にも時間的にもゆとりのある 40 代～70 代が大半を占める中、
移動が楽に、そしてリッチな気分になれるという理由から 20 代女子旅での利用も見られました。
また約 4 割のお客様が自家用車を持っていながらも、このタクシープランを利用されています。

➢ ６割以上が「是非また利用したい」！
上記の理由により、実際に「直幸往復便」をご利用されたお客様の 8 割以上がリピートを希望。
そして多くのお客様に“他の方へも紹介したい”と感想をいただきました。

➢ 体験されたお客様の声
公共交通機関を使わない分、安心して旅行が出来ました。
コロナ禍以降初めての旅行で、とてもリフレッシュ出来ました。
50 代 夫婦

昨年は受験生で遊べなかった娘に、コロナ禍で今年もどこにも連れて行って
あげられないとがっかりしていたのですが、このプランを教えていただいたおかげで
少しでもご褒美旅行ができました。学校行事等の楽しみも無くなって自粛疲れ気味
だったところ、息抜きになったようで良かったです。
親子

車も持っていましたが、このプランは移動も楽でリッチな気分になれると
思いました！お宿までの道のりは想定より短く、とても快適でした。
安心して旅行に行けたので、とてもいい旅になりました。
20 代 友人

家族

タクシーで旅行へ行けるのはとても良いサービスだと思います。
ドライバーさんはとても親切で知識も深く、安心して旅行が楽しめました。
コロナでも安心の旅行というのは今後も必要なサービスだと思います。
ぜひまた利用させていただきたいです。

車がないので高齢の母とどこか行きたくても難しかったのですが、
自宅からの送迎付きなので自由が利き、とても良かったです。
お部屋のお風呂も温泉気分になれるので、母も楽しく入浴していました。
親子

---------------------------------------------------------------------------------------＜共立リゾートとは＞
共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむリゾートホテル「ラビスタ」シリーズやペットと
の滞在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなし
が味わえるリゾートホテル・癒しの湯宿。現在、全国に 34 ヵ所展開しています。共立リゾートのホテル一覧は
こちらよりご覧ください。https://www.hotespa.net/resort/hotellist/

■ このリリースへのお問い合わせ先
株式会社 共立メンテナンス コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-5295-7072 FAX：03-5295-7061
EMAIL：pr-info@dormy.co.jp

■ お客様ご予約コールセンター

0800-888-1189（フリーコール）
平日 9:30～17:30／土 10:00～16:00
(日・祝日・年末年始は休み)

