
日帰りプラン　　日帰りプラン　　

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

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

「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）

「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。
※福岡避密の旅は予算がなくなり次第終了致します。その場合は旅行代金が割引前の料金にもどります。
2022 年 2月 14 日 ( 月）までに予約販売した旅行商品が助成の対象になります。2022 年 2月 14 日 ( 月）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/柳川福岡/柳川
日帰り日帰りQ1

ポイント
①水郷柳川観光にて１名様より受付
　(10：00・10：30・11：00・11：30・12：00)
　よりお選び下さい。
②ランチはうなぎまたはえびのせいろ蒸しより
　お選び下さい。
③福岡の避密の旅 ( 第３弾 ) 県民向け観光
　キャンペーンの予算がなくなり次第終了
　となります。(2022.2.14 まで )

出
発
日

旅行代金 3,800円

食事：昼食1回付き うなぎせいろ蒸し または えびせいろ蒸し

毎日出発 水郷柳川観光
( 各自集合 /P 無料 10：00～12：00 発 )
～川下り (60 分 )～御花付近…( ランチ )
＝無料送迎バス ( 所用時間 7～8分 )
＝水郷柳川観光 ( 出発地 )

通常料金6,800円

食事：昼食1回付き 北斗観光オリジナルランチ
最少催行２名

旅行代金 3,800円
通常料金6,800円

出
発
日 ( 月 ) 以外毎日出発

福岡/柳川福岡/柳川
日帰り日帰り

Q2

ポイント
①西鉄電車西口よりタクシー乗車２名様より受付
　(11：30・12：00・12：30・13：00）
　よりお選び下さい。
②福岡避密の旅 ( 第３弾 ) 県民向け観光
　キャンペーンの予算がなくなり次第終了
　となります。(2022.2.14 まで )

西鉄柳川駅西口ローソン西鉄柳川駅前より
乗車 ( 昭和タクシー )
＝タクシー ( 所要時間７～８分 )
＝さかな家 そう馬柳川店 ( ランチ /60～90 分 )
＝タクシー ( 所要時間７～８分 )
＝西鉄柳川駅西口 ローソン西鉄柳川駅前

福岡の避密の旅 第３弾！！

福岡の避密の旅 第３弾！！

３日前まで受付

３日前まで受付

hokuto-1@beach.ocn.ne.jp

最少催行１名
地域クーポン券1,000円付

地域クーポン券1,000円付

※添乗員は同行しません。
ポイントカードのスタンプはありません。

※添乗員は同行しません。
ポイントカードのスタンプはありません。

※料金は全て税込表示です。

Q３ 福岡/薬院福岡/薬院
日帰り日帰り

福岡の避密の旅 第３弾！！

老舗料亭の伝統を残し、本質を見極め 研ぎ澄ました空間
出
発
日

旅行代金

地域クーポン券1,000円付

11,800円
通常料金14,800円

最少催行15名 最大催行30名
食事：昼食1回付き 独創フレンチ

ポイント
①福岡県出身 フレンチ出身でありながらジャンルに
　とらわれない自由な発想の料理で素材の味を
　最大限に引き出す「火入れ」を最も優位とする。
②TV雑誌で有名なお店
　初めてツアー予約を受けてもらいました。
③福岡の避密の旅 ( 第３弾 ) 県民向け観光
　キャンペーンの予算がなくなり次第終了
　となります。(2022.2.14 まで )

各地 (8：20～9：20)

＝柳橋連合市場 (50 分 )

＝フレンチ・ワタハン ( ランチ／ 120 分 )

＝日本三大八幡・厄除開運／筥崎宮 (40 分 )

＝各地 (15：40～16：40)

※写真は例です

１／ １／ ２／20 31 10
出
発
日

出
発
日木 月 木


