
宿泊プラン　　宿泊プラン　　
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。

ＧoＴoトラベル事業が再開された場合の対応について

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。

旅行条件書（要約）
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

バスの旅
出発までの流れ

お申込み
☎0944-85-8594
又はFAX0944-85-8469

お申込み・お問い合せはこちらまで→ ☎0944-８5-85941 2 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。)

3 最終旅行日程表
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。

4 最終確認
お電話をご旅行の
出発前日までに致します。

5 ご出発
集合時間までに
お気をつけてお越しください。 営業時間 9：30～17：30　定休日／土・日・祝

旅行企画実施

http://hokuto-kanko.co.jp/
北斗観光

〒830-0405 福岡県三潴郡大木町横溝1743-3
TEL.0944-85-8594　FAX.0944-85-8469

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。

総合旅行業務取扱管理者　松嶋 治雄
有限会社 北斗観光

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。

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
●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
最終日程表にて確定バス会社を
ご案内します。

『身体と心が健康になるために旅をする』
「わくわくドキドキ」楽しい一日を一本の電話で！！

添乗員
同行

「ワンランク上の旅」　　「ワンランク上の旅」　　
安心・安全HOKUTO　　HOKUTO　　

バス旅　　バス旅　　第 80回
バスの旅

2022年１月～

指定の安全貸切バスで出発

Ａルート発着地

みやま市役所 JR 羽犬塚駅

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

西鉄柳川駅東口 大川市役所

城島総合支所大木町商工会

JR 羽犬塚駅

Bルート発着地Bルート発着地

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。

お迎えが逆の場合もあります。

大牟田駅西口（西鉄側）

最少催行15名 最大催行26名

最少催行10名 最大催行15名

hokuto-1@beach.ocn.ne.jp

バス座席はご夫婦などのグループ内では相席となります。
他のグループの方との相席はございません。
※行程の流れ、突発的な事故、交通渋滞により時間が大幅に遅れる場合もございます
。ご了承の程お願い致します。
※当日無連絡でご集合場所に 15 分以上お越しにならない場合は
行程の都合上出発させていただきます。また払い戻しはございません。

C13 福岡の避密の旅 第３弾！！ 福岡/北九州福岡/北九州
１泊２日１泊２日

大人お一人様 給付額 地域クーポン券 お支払額旅行代金

４名様１室料金
３名様１室料金
２名様１室料金
１名様１室料金

１
日
目

２
日
目

行　　程
各地 (8：30～9：30）＝如意輪寺（かえる寺）
＝飯塚（昼食／中華料理）＝旧伊藤伝右衛門邸
＝北九州八幡区／アクティブリゾーツ福岡八幡【泊】(15:40 頃 )
ホテル (9：00）
＝若松南海岸通り ( 街全体が映画のセットのような景観）
＝小倉旦過市場＝門司港レトロ ( 関門海峡ミュージアム／各自昼食 ）
＝各地 (17：30～18：30）

食事：朝１回 昼１回 夕１回 付き 貸切バス会社／白濱観光バスまたは同等クラス

29,800 -5,000 2,000 24,800

33,800 28,800-5,000 2,000

C11 五島列島五島列島
３泊４日３泊４日

出
発
日
2／18金～2／21月

出
発
日
2／ ３／26 １～金 月

大人お一人様 旅行代金 助成金 お支払い実額
79,500１～３名様１室利用 26,500 53,000

この商品は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金により、26,500円の助成金を受けております。

１・２・３名様なんと同一料金！！

貸切バス /五島バス又は同等クラス　現地バスガイド付 (３日間 )
ポイント
①夜行フェリーで五島列島へ ( 個室利用 )
②「椿まつり観光ツアー」で全国の珍しい椿の鑑賞
③「民宿えび屋」で上五島の幸を味わう夕食
　( グレードアップしました )
④「頭ヶ島天主堂」世界遺産へ訪問
⑤「麺’ s はまさき」名物五島うどんとまぐろ丼を堪能

 各地 (21:00～22：00)＝博多港
～フェリー太古 ( 個室利用／船中泊 )
                                                                        

１
日
目

行　　程

～福江港＝井持浦教会（ルルド）
＝大瀬崎灯台・断崖展望所＝高浜ビーチ＝水ノ浦教会
＝五島椿祭り（おにぎり＋お味噌汁）＝五島椿森林公園
＝大窄の大椿＝鐙瀬溶岩海岸＝ホテル 上乃家【泊】

２
日
目

ホテル…福江港～奈良尾港＝奈良尾神社（あこう樹）
＝福見教会＝浜串教会（希望のマリア像）
＝マルゲリータ奈良尾（昼食）＝桐教会＝中ノ浦教会
＝若松大橋＝日島曲古墓群＝えび屋【泊】(17：10）
ホテル＝頭ヶ島教会＝坂本龍馬ゆかりの広場
＝黒崎園地＝海童神社＝有川地区（昼食）
＝五島うどんの里（お買い物）＝有川港～（高速船）
～長崎港＝各地 (18：00～19：00）

３
日
目

４
日
目

お食事
２日目昼食：おにぎり＋魚介のお味噌汁　２日目夕食：五島潮騒会席
３日目昼食：まぐろレアカツ定食　３日目夕食：会席大漁旗（アップ料理）
４日目昼食：マグロ丼

-5,000
-5,000

2,000
2,000

25,800
26,800

30,800
31,800

C12 鹿児島/硫黄島鹿児島/硫黄島
１泊２日１泊２日

10名様集まれば出発決定！！

自然とおもてなしいっぱいの秘境の島
行　　程

１
日
目

２
日
目

筑後船小屋駅 (6：45 集合／ 7：10 発 ）＋（新幹線／自由席）＋鹿児島中央駅
＝（タクシー）＝鹿児島港～（弁当／２等席）
＝鹿児島硫黄島（島内観光／恋人岬・平家城跡・俊寛堂等）＝島宿ほんだ【泊】
( お風呂は島宿ほんだまたは徒歩３分の温泉センターをご利用頂けます )
※夜は近くのコミュニティセンターでジャンベ演奏をお楽しみ下さい。
島宿＝天然最強の露天東温泉 ( 自由入浴）鹿児島硫黄島港
～( 弁当 ）～鹿児島港＝（タクシー）＝鹿児島中央駅＋（新幹線／自由席）
＋筑後船小屋駅 (17：04）

出
発
日

出
発
日

１／ １／ 2／ 2／18 19 ３ ４火 水 金木～ ～

最少催行15名 最大催行30名

２～４名様１室利用
１名様ご参加の場合（60,000円）相部屋の場合もあります。
（２名部屋×４／３名部屋×１／４名部屋×１）６部屋

58,000
大人お一人様 旅行代金

出
発
日

出
発
日

３／ ３／ ３／ ３／２ ３ 12 13水 木 日～ ～土

※写真は例です

※料金は全て税込表示です。

※船の出航は当日 7：00 に決定します。欠航の場合はその時点で中止となります。
　実費としまして、旅行代金の中からお一人様 3,000 円のご負担を頂き、残りの全額を
　払い戻し致します。ご了承の程お願い致します。

「北九州市旅行商品造成助成金」を受けての割引価格！！


