
※JR利用のコースは25％

※JR25％

お申込み

旅行条件書（要約）※お申込みの際には旅行条件書をお受け取りいただき事前に内容を
　ご確認の上お申込み下さい。

1 ツアー催行の連絡
ご旅行出発日の14日前までに致します。
※最少催行人員20名（一部コースを除く） （最少催行人員に達しな
かった時は旅行の実施を取り止める旨をご連絡致します。)

ご出発の10日前頃までに
「旅行日程表」をお送りいたします。
（請求書・郵便局払込用紙同封）※お支払期限までにご入金ください。

最終確認
お電話をご旅行の
出発前日までに致します。

集合時間までに
お気をつけてお越しください。

2 最終旅行日程表3 4 ご出発5
☎0944-87-1137
又はFAX0944-87-7130

バスの旅
出発までの流れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お申込みはお電話かFAXで、ツアー
番号、出発日と下記詳細をお知らせください。お名前・生年月日・住所・電話番
号・希望乗車地（ご参加される全てのお客様分が必要です。）☎０９４４-８７-１１３７

お申込み・お問い合せはこちらまで→ このチラシをもってすぐお電話ください！

チラシ送ります！　　　　　　　　　　　　　　　　　次回新聞折り込み出来ない地区もあ
ります。チラシを継続的にご希望の方はお電話ください。郵送します。（バスのお
座席はお申込み順で前方よりご用意いたします。）

この旅行は（有）北斗観光（福岡県知事登録旅行業第2-620号 以下「当社」といいます）が、旅行企画・実施するもので
あり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は、広告、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び
当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
●申込みの方法と契約の時期／（1）旅行のお申し込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申し込みくださ
い。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契約が成立します。電話、FAX等により予約いただいた場合
は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込み手続きをお願いします。（２）申込金は
「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。●旅行代金のお支払い／（1）お申し込みの
際、お一人様につき旅行代金の20％以上の申込金をお支払いいただきます。（2）残金は旅行開始の日の前日からさかの

ぼって8日前にあたる日より前にお支払いください。●特別補償／お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な
外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補償金及び見舞金を支払
います。●旅程保証／当社は当広告に記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表
左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いします。●旅行管理主任
者の資格者（添乗員）が同行します。●基準日／この旅行代金は令和3年6月1日現在の運賃・料金を基準としておりま
す。●取消料について（お取消しの申し出は当社の営業日、営業時間内にお受けいたします。）

宿泊コース

21日前以前 前日 当日20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで

開始後の解除
無連絡の不参加

無料
無料

20％ 30％ 40％ 50％ 100％
30％20％ 40％ 50％ 100％日帰りコース

利用予定貸切バスのご案内

最終日程表にて確定バス会社をご案内します

●西鉄観光バス（株）
●みつはし観光バス
●有明交通（株）
●オールウェイ観光バス
●白濱観光バス又は同等クラスを利用

総合旅行業務取扱管理者　松嶋 治雄

旅行企画実施
〒831-0005 福岡県大川市向島1714 -1
TEL.0944-87-1137　FAX.0944-87-7130

http://hokuto-kanko.co.jp/
北斗観光

有限会社 北斗観光
9：30～17：30　定休日／土・日・祝営業時間

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約
に関し、担当者からの説明にご不明点がございましたら、旅行業務取扱管理者にご質問ください。

福岡県知事登録旅行業第2-620号　（一社）全国旅行業協会正会員

お一人様3,000円の割引 !！さらに地域クーポン券1,000円付与
2021 年 12 月 31 日 ( 金）までに予約販売した旅行商品が助成の対象になります。2021 年 12 月 31 日 ( 金 ) までのご利用となります。
緊急事態措置やまん延防止等重点措置が県内に適用されている期間、また、不要不急の外出自粛要請や飲食店等の時短要請が行われている期間中は、本キャンペーンの利用が停止となります。
『福岡の避密の旅』( 第２弾）県民向け前売り宿泊券・旅行券やGOTOトラベルと本旅行商品割引との併用・同時利用ができません。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本キャンペーンの利用を停止した際には、本旅行商品割引の利用ができません。
旅行商品割引の利用は、県内在住者に限られています。お申し込みの際に、必ず県内在住者であることを確認させていただきます。

「福岡の避密の旅」(第３弾 )は県民向け観光キャンペーンの支援を受けています。

１１月２日 (火）までの電話番号

旅行契約成立後お客様のご都合でお取消しの際は「支援金を差し引く前」の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

新企画4名～6名 (グループ )に添乗員が同行 !ワンランク上の旅をご提案 (※詳しくは別紙宿泊専用チラシをご参照下さい）

日帰り日帰りN８ 福岡／沖ノ島福岡／沖ノ島 沖ノ島遊覧クルーズ 旅行代金1５,800円出
発
日
９/19 日

９/26 日クイーンビートル沖ノ島海上遥拝

N14

日帰り日帰り 日帰り日帰り 日帰り日帰り

日帰り日帰り 日帰り日帰り 日帰り日帰り

長崎／雲仙長崎／雲仙

福岡／糸島福岡／糸島 福岡／国際センター福岡／国際センター

福岡／北九州福岡／北九州 福岡／博多座福岡／博多座 福岡／サンパレス福岡／サンパレス

日帰り日帰り

宿泊宿泊

福岡／モントレ福岡福岡／モントレ福岡

熊本／五木熊本／五木

■アフタヌーンティー・軽食１回

出
発
日

11/29 旅行代金 12,500円

出
発
日

10/30
最少催行15名 最大30名様

ポイント
❶人間国宝坂東玉三郎氏の
　多大な影響を受ける若手のホープ。 
❷こだわりの空間で美味しいお食事や
　アフタヌーンティーをいただきながら、
　楽しいトークと日本舞踊を観る会です。

旅行代金11,800円

食事

紅葉の「三十路苑」
　　　８，０００坪の庭園に約１，０００本のモミジ

　　　
地魚たっぷり海鮮丼
　　　

感涙必至の名作が
　　　

食事 昼食：海鮮焼き

食事 昼食：芝居茶屋膳食事 昼食：洋風ランチ

食事 昼食：和食

食事 夕食：博多満喫御膳

旅行代金 11,800円 旅行代金1５,800円

旅行代金 19,000円旅行代金 12,900円

出
発
日

出
発
日

出
発
日

N９

樹齢約４００年大楓「雷山千如寺大悲王院」

　　　
糸島カキ小屋 海鮮焼き！！

　　　
11/ 11/2 10火 水
最少催行20名 最少催行20名

最少催行15名
最少催行15名最少催行20名

最大30名様

最大33名様
最大33名様最大30名様

ポイント ポイント

ポイント

ポイントポイント

❶お一人様でもグループ参加でもOK
❷食材は全て1人盛り
　カキ６～８個・カキフライ３個・カキごはん・
　お味噌汁・車エビ・サザエ・ほたて・はまぐり各１
　調味料・飲み物持ち込みOK

❶人気の枡席A
　４名様１枡を２名様でご利用いただけます。
❷9/9(木）以降取消しの場合は、
　マス席Aチケットは買取りになります。
　また取消料は弊社規定によります。

❶例年、発売と同時に完売する人気の公演です。
　S席×33席確保 チケットは買取りになります。
❷申込〆切日９/17(金）です。
　お早めにお申込み下さい。

❶河内藤園では約700本の木々の紅葉を
　鑑賞することが出来ます。
❷リンドマールランチコース 
　前菜・スープ・パスタ・魚料理・肉料理・
　パン・デザート・コーヒー

各地（7：30～8：30）＝
宝満宮竈門神社(60分）＝
糸島カキ小屋（昼食/90分)＝
雷山千如寺大悲王院（60分）＝
JA産直市場伊都彩菜（お買物30分）
＝各地（17:00～18:00）

各地（11：00～12：00）＝
如意輪寺（かえる寺/60分）＝
櫛田神社・夕食（90分)＝
福岡サンパレス（ワハハ本舗全体公演/
王と花魁/150分）＝
各地（20:30～21:30）

各地（10：30～11：00）＝
福岡サンパレス（昼食/60分)＝
福岡国際センター
（大相撲14：00～18：00）＝
＝各地（19:30～20:30）

各地（8：30～9：30）＝
博多座(夫婦漫才/昼食）＝
各地（15:00～16:00）

各地（8：00～9：00）＝
河内藤園モミジの森（散策/60分)＝
ザ・ハウスオブリンドマール（ランチ/90分）＝
門司港レトロ（散策・お買い物/80分）
＝各地（18:00～19:00）

■昼食1回 ■昼食1回

■夕食1回■昼食1回■昼食1回

N10

出
発
日

11/22 月

人気のマス席A人気のマス席A　　　

最大36名様

大相撲九州場所
　　　

紅葉めぐり「宝満宮竈門神社」　

「河内藤園モミジの森」
　　　

紅葉さんぽ
　　　

N11

11/ 11/21 27日 土

博多座　A席
　　　

11/６土

❶出演者：大地真央・中村梅雀・山本陽子・
　庄司花江・村上ショージなど
❷去年大好評でした。４日間のみの公演です。
　原作：豊川悦司 演出ラサール石井
❸10/4(月）締切日。10/5(火）以降取消される
　場合はチケット買取りになります。
また取消料は別途、弊社規定によります。　

再び笑いと涙をお届け！
　　　

出
発
日

12/18 土

１公演のみ

　　　

『王と花魁』

　　

宿泊 C１

ゆったり五木三昧
　　　

４、６星評価の渓流ヴィラITSUKI
　　　

今大人気のリゾートグランピング
　　　

10/28 木 ～ 29 11/４ ５～木金 金

2名～４名様1室利用
■朝1回・昼2回・夕1回

出
発
日
旅行
代金 59,800円

C３
宿泊宿泊 熊本／黒川熊本／黒川

熊本 黒川温泉たっぷり19時間　
　　

出
発
日

■朝1回・昼2回・夕1回

10/
30 ～ 31 金手掘りの洞窟風呂/囲炉裏で夕食

　　　

宿泊宿泊 大分／佐伯大分／佐伯

伊勢えび海道グルメの旅！！
　　　

出
発
日

■朝1回・昼2回・夕1回
旅
行
代
金 1名1室利用

35,000円
38,000円

2名～6名様
1室利用

１０/１５ １６～金 土

好評につき大分県佐伯市・宮崎県延岡市の
追加旅行助成金を受けての割引価格でお得！！

　　　

C２

C４ 宿泊宿泊 鹿児島／甑島鹿児島／甑島

鹿児島の離島 甑島 周遊の旅１泊２日　
　　　

橋が開通して上甑島・中甑島・下甑島が
つながりました！！
　　　

出
発
日

■朝1回・昼2回・夕1回

旅
行
代
金

62,800円
59,800円

1名1室利用

59,800円
59,800円

2名1室利用

3名1室利用

4名1室利用

11/
7 ～ 8 月

旅行
代金 44,000円2名～４名様1室利用

11/ 1312 ～土 日 土

熊本城特別公開第３弾/菊池渓谷
　　　

14,800円旅行代金

大爆笑　ワハハ本舗全体公演
　　　

N13N12

『夫婦漫才』
　　

土

各地（9：50～10：５0）＝
如意輪寺/かえる寺＝
ホテルモントレ福岡＝
（舞踊家：梅川壱ノ介トークイベント＋
アフタヌーンティー・軽食120分）＝
＝各地（16:10～17:１0）

※イメージ画像

※イメージ画像

※イメージ画像※イメージ画像

軽食：アフタヌーンティー

11/
23 月火

※イメージ画像■最少催行20名 最大催行30名　昼食１回

11/14日

梅川壱ノ介トークイベント

小さな踊りの会

N７
■最少催行15名 最大催行30名　昼食１回：弁当

日

ホテル全室
９部屋を確保


