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八女福島西鉄バス停

広川町役場

西鉄久留米駅日本生命ビル前

2021 年 9月～12月

第 78 回
バスの旅

指定の安全貸切バスで出発

A・Bの表記がないコースは上記発着の中
からご希望の多い乗車地より調整致します。

大型バスの場合は (45～49名定員）に最大33名様迄とし、グループ毎に余裕をもった座席割を行います。

このチラシをもってすぐお電話ください！
※料金は全て税込表示です。 ※写真はイメージです。

お申込み
お問い合せ先 TEL０９４４-８７-１１３７
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バス旅HOKUTO募集旅行
ジャンボタクシー貸切ランチプラン
４名～６名様に添乗員同行のおもてなしプラン
グループ・団体旅行

バス旅HOKUTO募集旅行
ジャンボタクシー貸切ランチプラン
４名～６名様に添乗員同行のおもてなしプラン
グループ・団体旅行

北斗観光が生まれ変わります！！
旅のデパートで、すべての旅行を販売しておりましたが、
より専門化、得意化して北斗観光にしか出来ない旅行を強化するために

に業務を集中する事に致しました。ますます面白くなります！
今後とも宜しくお願い致します。（新住所）福岡県三潴郡大木町横溝１７４３-３

TEL：0944-85-8594　FAX：0944-85-8469

現在、GoToトラベル事業の具体的な再開時期・期間・適用条件等が未発表のため、弊社では、GoToトラベル事業
割引適用前の旅行代金をご案内し、新規旅行の申込を受付けております。既にご予約いただいたお客様やこれから
のご予約も、GoToトラベル事業が再開された場合、割引支援の対象となるコース・出発日につきましては予約を取
り直すことなく割引支援を適用する予定です。
注意事項
●GoToトラベル事業が再開されていない場合、割引支援の適用はありません。その際、既にご予約済みのご旅行を取消される場合は、規定の取消料が必要になります。
●GoToトラベル事業が再開されても、割引率や割引上限額、地域共通クーポンの給付枚数・対象施設、旅行者の参加条件等、これまでの内容と大きく異なる場合があり、
　GoToトラベル事業概要によっては、割引支援が適用されない場合もございますので、予めご了承ください。
●その他事項が決定次第、ホームページでお知らせいたします。

ＧoＴoトラベル事業が再開された場合の対応について

移転します！！（2021.11.４予定）

日帰り日帰り 大分／佐伯大分／佐伯N1
大分県佐伯市・宮崎県延岡市の助成金を受けています

伊勢えびグルメの旅
好評につき追加助成金を特別に頂きました

出
発
日
10/２ 10/ 10/17 25土 日 月

最少催行10名 最大25名様

旅行代金 16,800円■昼食1回
ポイント

❶助成金を受けての割引価格のため追加設定日はありません。
❷お店を貸切りますので最大25名様まで。

食事 昼食：伊勢えび料理

※イメージ

各地（7：00～8：00）＝佐伯御料理民宿三休
（伊勢えび料理コース・昼食／60分）＝
かまえインターパーク（お買物／30分）＝
各地（17:00～18:00）

バス旅　　バス旅　　

１１月２日 (火）までの電話番号

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

「ワンランク上の旅」　　「ワンランク上の旅」　　

熊本／天水熊本／天水 熊本／南阿蘇村熊本／南阿蘇村 宮崎／高千穂宮崎／高千穂

熊本／五木村熊本／五木村 熊本／阿蘇久住熊本／阿蘇久住 佐賀／厳木佐賀／厳木

大人の散歩道 天空の集落から小天温泉へ 大人の散歩道 地蔵峠から冠ヶ岳 現地ガイドとめぐる「高千穂」

素朴なやさしさに出会える里 五木村 野外劇場「TAOの丘」（2020．9月オープン） 紅葉の「環境芸術の森」

夏目漱石ゆかりの路 南外輪山尾根をのんびり散歩 高千穂～天岩戸神社・天安河原

ア・マ・ファソンの人気ランチ

有明海の眺望とみかんの色づく
N2・A N2・B

秋の野の花を楽しみながら

N４
ガイドブックに載っていないツアー

懐かしい故郷がここにあります

出
発
日

11/10/ 14３ 日 日

旅行代金1５,800円最少催行10名 最大20名様
ポイント

各地（7：00～8：00）＝あそ望の郷
（現地ガイド合流）＝大人の散歩道
地蔵峠…南外輪…（4.4km/90分）
冠ヶ岳山頂(弁当/30分）…（90分）
地蔵峠＝あそ望の郷＝
各地（17:30～18:30）

食事 昼食：弁当

出
発
日

11/ 11/2721 日 土

最少催行10名 最大20名様
最少催行20名 最大30名様

最少催行15名 最大30名様 最少催行20名 最大33名様 最少催行２0名 最大30名様

旅行代金1５,800円 旅行代金 12,０00円

旅行代金1２,800円 1６,800円 旅行代金1２,０00円

ポイント

ポイント ポイント ポイント

❶散歩ルート：約５km/90分
❷装備：運動靴（トレッキングシューズ
　推奨）ジャケット、長袖、長ズボン、
　帽子、飲料、雨具、敷物など
　(小雨決行）
❸

❶スピリチュアルな空気が漂う
　パワースポットとして注目弊立神宮。
❷高千穂は現地ガイドと巡ります！！
　天岩戸神社・天安河原・高千穂峡
❸＜昼食＞高千穂産秘伝油みそ・
　椎茸からし・お煮しめ・酢の物・茶そば・　
　チキン南蛮・赤だし・炊き込み御飯・
　ぜんざい・ニジマスの塩焼き

❶知る人ぞ知る九州最多
　約１万本のカエデや紅葉
　「環境芸術の森」
❷昼所は太良町カキ焼き街道
　かに飯・かに汁
　海鮮焼き（カキ・ホタテ・サザエ)

❶五木村観光センターの
　全面協力企画
❷各所で地元ガイドの案内
❸語り部ガイドが
　「五木の子守唄」を生歌で

各地（8：00～9：00）＝野出公民館
/みかん狩り（現地ガイド合流）＝
大人の散歩道（野出集落…草枕の道
…草枕交流館…弁当…
小天温泉（入浴・休憩）＝
各地（16:30～17:30）

各地（7:30～8:30）＝
幣立神宮(参拝／40分)＝
高千穂（昼食/60分）＝
現地ガイドと巡る高千穂
（高千穂峡・天岩戸神社・天安河原/180分）
＝各地(18:30～19:30)

各地（7：30～8：30）＝
五木村白滝公園（30分）＝
渓流グリル(昼食/50分）＝
五木村歴史文化交流館…徒歩…
子守唄公園…茅茸民家（30分）…
道の駅子守唄の里五木（20分）＝
森林セラピー&林業の村のお話（60分）
＝各地（17:30～18:30）

各地（7：30～8：30）＝
久住（ランチ/90分）＝
TAO（90分）＝
瀬の本(お買物）＝
各地（18:00～19:00）

❶小雨決行/
　雨具はカッパをご用意ください
❷ちょっぴり贅沢な気分で
　目でも味わえるランチ
❸(メニュー）オードブル・スープ・
　メインディッシュ・デザート・
　パンとカフェ

各地(7:30～8:30)＝
道の駅厳木(20分) ＝ 
環境芸術の森(60分)＝
太良町カキ小屋(昼食／80分）＝
大魚神社海中鳥居（20分)＝
道の駅太良(お買い物／30分）＝
各地(17:00～18:00)

❶散歩ルート：片道4.4km/90分 標高差105m
❷装備：運動靴（トレッキングシューズ推奨）
　ジャケット、長袖、長ズボン、帽子、
　飲料、雨具、敷物など (小雨決行）
❸

食事 昼食：山里料理

食事 昼食：かに飯・かに汁 海鮮焼き食事 昼食：フレンチランチ食事 昼食：イタリアン料理

食事 昼食：弁当

■昼食1回 ■昼食1回 ■昼食1回

■昼食1回

みかん畑、有明海の眺望、
草枕の道

秋の野の花 ( ウメバチソウ・
リンドウ・センブリなど）、
南外輪山からの景観

出
発
日

10/24 日
11/１ 土

出
発
日

11/３

出
発
日

10/10 日
11/14

出
発
日

11/７日
11/１２月

天空の舞台（大自然×エンターテインメント） 約１万本のカエデや紅葉
N５

旅行代金

10/９ 土

■昼食1回 ■昼食1回

知る人ぞ知るパワースポット「幣立神宮」

ポイント

日

N３

N６

金

太良町カキ焼き街道

2021.11.4（木）予定

水

FAX０９４４-８７-7130


