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バ ス ガ イド が 作 る 帝 産 ニュ ー ス

ドラナビ EXPO2015 に参戦しました

バスガイドが仕事で訪れたあまたのコースの中から、No.1
のおすすめコースをご案内します！

三千院～下鴨神社～高台寺 ( 夜ライトアップ )
紅葉の季節には、最高の場所☆ 紅葉のシーズンが終わっ

今年もご愛顧有難うございました

10 月 31 日、大阪で開催されたバス運転手専門求人サイト
の「ドラナビ EXPO2015」に帝産観光バスも参戦。
会場にはバス運転手を目指す 156 名が来場し、当社ブース
にもたくさんの求職者が集まってくれました。
2 種免許がなくても、充実した教習育成制度で免許取得から
プロの観光バス運転手になるまでのサポート体制をアピール。
観光バス運転手を目指すなら帝産バスへ。

ても、静かで京都のお寺らしく、素晴らしい場所です！！
高台寺の近く、二年坂に “石畳” という抹茶ソフトクリー
ムのお店があり、本物の抹茶を使用していて、とっても
美味しいのでオススメです♡

支店１００日無事故＆
３０万キロ無事故表彰

奈良支店では、１１月１５日に支店１００日

無事故を達成しました。早速、達成翌日の朝、

市川社長による表彰が行われました。

そして、同月に東京支店の二上恒雄運転士が

３０万キロ無事故を達成し、支店長表彰を受け

ました。少しの傷でも事故扱いとなる当社の

基準の中で、秋のフル稼働シーズンを無事故で

乗り切った事は本当に価値ある記録です。

１１・１２月と各店で７０周年未来計画

運動が展開されている中、今年も恒例の社

長インスペクションが行われました。

市川新社長体制となって初めての社長イン

スペクションとなり、１１月５日大阪支店

一番出庫より点呼を行う市川社長

を皮切りに全６支店を巡回し、各店の一番

今回は、シーズン中という
こともあり仕事の合間での
取材で大変でした。タルト
は、すごく美味しくいただ
きました！寒くなってきた
ので、お体にはお気をつけ
て～♪

出庫から市川社長が点呼を実施。

尾野島 優咲 ( 大阪支店 )

インスペクションは、現場とのコミュニ

ので幸せでした。

ケーションと安全マネジメントにおける輸

美味しいものもたくさん食べれた

送の安全確保への徹底指導を目的としてい

人さんにも会えて感激でした。

ます。

けできたと思います！大好きな芸

社長は点呼で、
﹁今日も一日無事故で無事

師走に入り今年も残すところ僅か１

ヶ月となりました。帝産観光バスをご

利用頂いたお客様ならびにエージェン

トの皆様、今年も一年間大変お世話に

なりました。

今年は、６月に市川新社長が就任し、

新体制でチャレンジした変革の年でし

た 。 ま た 、 第 二 回 全 国 Ｏ Ｂ・Ｏ Ｇ 開 催

や安全性評価認定制度最高ランク三

ツ星獲得など実りある一年となりま

した。

そして、いよいよ来年１月に創立

７０周年を迎えます。帝産の歴史と

伝統を守りつつ、未来に向けて、新し

いことに挑戦し、走り続けます。

来年も帝産観光バスをよろしくお願

い致します。

今回は、ザ！大阪を皆さんにお届

に帰ってきてください﹂と、送り出しました。

市川社長インスペクション実施

永山綾香 ( 大阪支店 )
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これからも社員一丸となって更なる記録延長

チームワークで達成した
支店 100 日無事故

を目指して安全運行に取り組んで行きます。

30 万キロ無事故達成
二上恒雄運転士

お店の方と一緒に
▼店舗情報
アンドリューのエッグタルト
道頓堀本店
大阪府大阪市中央区道頓堀 1-10-6
TEL:06-6214-3699 FAX:06-6214-3699
営業時間 10:00 ～ 24:00

外はサクッ、中はとろ～り。
一つ食べると味のとりこに♡

バスガイドならではのプチ情報。毎号テーマを変えて
お贈りします。

休みを利用して能登半島にプライベート観光。
仕事とプライベートで何が違う？
仕事で行くときと何か違いましたか？
奈良・飛鳥方面の教育バスに行って

254 いいね！ 11 月 3 日

気になった看板を発
見！「買ってその場
で食べれます！！」
それはもう食べなあ
かん！ってことで、
お店にお邪魔しま～
す！
カウンター式になっていて
店内で食事も可能

私が注文した大きな「エビ」を
焼いてくれてます♡とっても気さく
なお兄さん達。

マルショー水産
大阪市中央区日本橋 1-17-7
黒門で新鮮な魚介類を食べるなら
是非！！
＜黒門市場歴史＞
1822 年頃から魚の売買をしていた。
総延長 580M・店舗数 191 軒
魚・野菜以外ブティック、日用品
も扱う。
最後はお店の方と♡

仕事で持っていかず、持っていったもの
セルカ棒 ( 自撮り棒…♡)、お菓子
次はどこに行きたいですか？
教育バスでまだ行ってない所 ( 道後など ) に行きたい
です

シーズンならではの 15 台口です！
号車旗は何号車まであるでしょうか？
上の方の号車旗はたまにしか使わない
ので心なしかオレンジが濃いように見
えます (^_^) おまけの画像は普段あま
り見ない後姿 (*^_^*) 帽子のリボンは
制服のリボン型ベルトとお揃いなんで
すよ (^^♪

修学旅行のシーズンです！久しぶ
りに 8 台のガイドで仕事をしてお
もわずパシャリ☆みんなで協力し
て、お客様に素敵な思い出をお届
けしま～す♡
魚屋さんだけではなく八百屋さんも
あるで～！美味しそうな果物も野菜
もい～っぱいありました。

大阪支店ガイド

鬼塚愛里さん

出逢ったひとコマ

プロフィール

出身地：大分県

残ってます。緊張するなか、必死に御案内

得意なコース：得意とは言えませんが、

たのに最後に「ありがとうございました！
これからも頑張って下さい」と言われたこ
とが忘れられません。今もその言葉を思い
出して頑張ってます☆

食べ歩きもオススメです。ここのうどん屋さんは、芸人さん
や芸能人多数来店！

大阪は笑いの聖地
ＮＧＫ ～なんばグランド花月～

2015 年入社の 1 年生

やっぱり、初乗務の時のことが 1 番印象に
をしました。緊張で御案内もボロボロだっ

御食事処大吉
大阪市中央区日本橋 2-11-3
TEL 06-6643-2677

鍋焼きうどん絶品です！！
特に、これから寒くなる時期オススメ♡

仕事の時より心に余裕があり、お客様目線で景色を
楽しむことが出来ました☆

今回の大阪レポートは、商売人の街！黒門市場をぶらぶら～♡
色んな美味しいもんいっぱいあるで～！！ってことで早速入口から！

とっても美味しくいただいて

292

ごちそう天国 大阪人の台所 ～黒門市場ぶらり旅～

出来たてのエビを必死にむいて食べます

毎日バスでいろいろな観光地を巡るガイドの仕事。そんなガイド
さんのプライベートでの旅行をこっそり紹介！

帝産観光バスの Facebook をご存じですか？ バスガイド
投稿から “いいね” の数が多かったトップ３をご紹介！
262 いいね！ 10 月 26 日
いいね！11 月 14 日

８台口で神戸に来ました！私
は最終８号車の担当。先頭１
号車の先輩と挟む形で、２～
７号車の後輩ガイドを一番後
ろから見守る役目！目配り気
配りが求められる大変なポジ
ションだけど、その分上手く
立ち回れると嬉しい。みんな
で頑張りました。

今回のテーマは、
「プライベートでの旅行」

そして、ここのタルトは
なんと！たくさんの芸能
人の方が食べてます。
EXILE の TAKAHIRO さん
も♡同じものを食べれて
私幸せです♡♡（笑）

観光地から穴場スポットまで、日本各地のオススメ
スポットを “旅のプロ” のバスガイドが現地レポ。
あなたもきっと行ってみたくなるはず！

大きな魚の看板があちこちに！
商売っ気あふれてます。

今回は、プレーンと秋限定の栗がのったものを組み
合わせてもらいました♡とっても美味しかったです。

エッグタルトは、マカオにある
ロードストーズベーカリーの
英国人、アンドリュー .W.
ストウ氏によって開発された
お菓子です。

おいしいもの大好き♡のバスガイドがお届けす
る︑とっておきのグルメ放浪記︒今回はこんな
お店に行ってきました〜っ♪

アンドリューのエッグタルト

奈良観光コースが好きです。
好きな食べ物：ハンバーグ
バスガイドになったきっかけは？
1 人旅が好きだったからです！！
入口では、パネルのお出迎えが。 2Ｆの劇場入口では、吉本おなじみ
池乃めだか師匠と並んでみると…
のセットが！
私の方が大きかった♡私 168cm、
めだか師匠 149cm その差なんと
約 20cm( 笑 )

そして、何とこの日イベントを行っていました。
大阪市消防局の「秋の火災予防運動」のオープ
ニングイベントを開催していて、芸人さんたち
と写真撮らせてもらいました。

ＴＶでよく見る芸人さん☆
バッチリ撮りました♡

