貴女のためのバスツアーを始めました

💘野田市近隣にお住まいの皆様へ

１ 女性の笑顔が溢れる女性のためのツアー企画
女性社長が自分で作る企画だから、徹底して女性目線です

fax04-7120-8701

営業時間/平日（月～金）9時～17時

女性の感性で考えた、女性が心から楽しめるバスツアー。
それが北斗観光バスの💛ハートバスツアーです。
男性の皆様には怒られてしまうかもしれませんが、あえて
女性限定のツアーにすることで“女性好みの企画”を実現
しました。「ホームページ」と「ツアー紹介の動画」も公
開しています。女性が満足できるバスツアーをお探しなら、
ぜひ一度ご参加ください。お待ちしています。
まだお席

催行決定！あります♪

日帰り

神奈川
💛女性限定

北斗観光バス
社長 瀬能 玲子

２ なるべくゆったり、のんびり楽しむバスツアー
心も体もリラックスできるように、ゆとりを大切にします

お客様に喜んでいただ
けるバスツアーを創り
たい！その想いをやっ
とカタチにすることが
できました。先月9/22
に満員御礼で初めての
バスツアーを催行しま
した。今回は、第2号
のチラシです。
楽しい旅へ、ご一緒に
出掛けませんか！

３ こだわりのお食事で、グルメ女性も大満足
日帰りもお泊りも、お店選びやメニューにこだわります
💚も💚て💚な💚し
４ “女性が喜ぶサービス”で、お
忙しい朝の朝食、車中のお飲物、３時のおやつをお付けします

全車ＵＶカットガラス、ブランケット貸出、スリッパもご用意

５ 地元発着の小さなバスツアーだから楽々便利
バス乗降場所は、２ヶ所だけなので、余計な遠回りはありません

群馬

11月

お泊り

神奈川

日帰り

💛女性限定

第２号

なぜ女性限定なの？女性におすすめ５つのポイント

有限会社 北斗観光バス
〒270-0233 千葉県野田市船形32番地2

📞04-7120-8700

お友だちにもご紹介ください💛

💛女性限定

12月

お泊り

福島
栃木

💛女性限定

箱根のパワースポット三社参りで 黄金の湯で温泉美人💚伊香保温泉 横浜の貴婦人💚プチセレブな一日 日本のホテル旅館100選で第１位！
幸せ運気をアップ♪老舗ホテルの の名旅館ホテル木暮で温泉三昧♪ 横浜元町でショッピングを満喫♪ にも選ばれた“あの八幡屋”へ♪
ランチブッフェもプチ幸せ💚
榛名神社など観光が山盛りプラン ホテル70階(277m)で優雅なブッフェ “最高の幸せ”感じるお泊り旅
パワースポットと言われる箱根の３つの神社に
参拝し“女の運気を上げちゃうツアー”です♪
「九頭竜神社」「箱根元宮」「箱根神社」しっ
かり３社参りするからご利益もたっぷり💚ふふ
ランチは、大正12年創業の老舗ホテルで、芦ノ
湖を眺めながら“女性好みのブッフェ”です♪
ポ
イ
ン
ト

いつもよりちょっとお洒落して横浜の元町を歩
いてみませんか？バッグのキタムラ、靴のミハ
マ、近沢レースのお店をのぞいてみたり♪
ランチは日本一高い場所にあるホテルの最上階
ポ ①ホテル木暮に泊まることが一番の目的♪ “天空のラウンジ”でリッチなブッフェです💚
イ ②1300坪の湯殿、毎分1000㍑の掛け流し💚
せっかくだから横浜美術館で絵画の鑑賞も♪
日本全国に温泉旅館は数あれど、一度は泊まってい
ただきたいのがホテル木暮です。圧倒的湯量を誇る
源泉掛け流しのお風呂。もう忘れられません💚

ン ③関東屈指のパワースポット榛名神社へ
①三社参りで願い事を叶えましょう💚
ト ④とにかく観光が目白押しのワガママ企画♪
②ギリギリまでお腹をすかしてメッチャ食べる
③ロープウェイで眺める箱根の大自然！

出発日
旅行代金

食事
11/10（土） 朝パン
昼○ 夜×

13,500円

パワースポット三社参りで
貴女の運気をパワーアップ💚
箱根の景観もお楽しみください♪

旅行代金
食事

4～5名1室

32,800円

1日目 朝パン 昼○ 夜○
2日目 朝○ 昼○ 夜×

食べ放題です♪
ランチブッフェ
でちょっと贅沢

各所(6:30～7:00)===「九頭竜神社<モーター
ボートでご案内>＆箱根元宮<駒ヶ岳ロープウェ
イでご案内>(2つの神社参拝と自由散策で約120
分♪)===箱根神社(30分)===老舗ホテルのブッ
フェ(昼食13時40分から予定：90分)===かまぼ
この里(買物45分)===各所(19:50～20:10)
※悪天候でモーターボートやロープウェイが運休すると参拝いただけない場合があります。

💖ご予約・お問合せ

11/19(月)～20(火)1泊2日

出発日

最少催行人数：25名

ポ
イ
ン
ト

なんと26種類
のお風呂があ
ります♪

3名1室 +3,000円
2名1室 +5,000円

(有)北斗観光バス

旅行代金

1400年の歴史を持つ榛名神社は、
荘厳な迫力にビックリです！

📞04-7120-8700

③国内有数の規模を誇る横浜美術館を見学

出発日

最少催行人数：25名

1日目/各所(7:00～7:30)===晩秋の紅葉と冬桜・桜山公
園(60分)===ランチブッフェ(昼食60分)===伊香保おも
ちゃと人形博物館(60分)===ホテル木暮(宿泊15:40頃)
2日目/9:30発===榛名神社(55分)===榛名湖(20分)===
渋川名物の水沢うどん(昼食60分)===庵古堂(買物
25分)===しんとうワイナリー(30分)===ガトーフェス
タ ハラダ本館(40分)===各所(18:00～18:30頃)

①元町でタップリ２時間以上の自由散策
②港町ヨコハマを眺めながら素敵なランチ💚
食事
12/04（火） 朝パン
昼○ 夜×

11,500円

セレブ気
女性に大人気の元町商店
分を楽し
街ですが、あえて平日
みながら
(火曜日)のツアーだから、 ランチ♪
きっとすいてる💚

創業明治13年、福島県・母畑（ぼばた）温泉の八幡屋
は、第42回プロが選ぶ「日本のホテル・旅館100選」
で第１位になった★超オススメ★名旅館です。

ポ
イ
ン
ト

①八幡屋の魅力は💚おもてなしの心💚
②那須ガーデンアウトレットでお買物♪
③翠楽苑では茶室で抹茶と茶菓を楽しむ
④朝採り新鮮野菜の那須フレンチ昼食♪

食事

各所(8:20～8:45)===横浜元町・ショッピン
グストリートゆっくり散策(140分)===横浜

ロイヤルパークホテル70階スカイラウンジ
のブッフェ(昼食135分)===横浜美術館(見学
90分)===各所(18:30～18:50)

ご来店（月～金）9時～17時

4～5名1室

3名1室 +2,000円
2名1室 +4,000円

1日目 朝パン 昼○ 夜○
2日目 朝○ 昼○ 夜×

最少催行人数：25名

旅行代金

最少催行人数：25名

ダリ、セザンヌ、
ピカソをはじめ
1万2千点を超え
る作品を所蔵す
る横浜美術館♪

12/9(日)～10(月)1泊2日

出発日

29,800円

お泊りを
楽しめる
それが八幡屋★

翠楽苑
24,700㎡
アウトレット
は、約140軒の
ショップ♪

ホテルの
13階でオ
シャレに
ランチ
💚💚💚

1日目/各所(7:30～8:00)===(海鮮・昼食60分)===翠楽苑
(60分)===佐川だるま製造所(30分)===八幡屋(宿泊
15:00頃)💚早めに宿に着くので滞在時間を満喫💚
2日目/10:00発===那須フレンチ(昼食120分)===那須
高原柏屋(日本三大饅頭・買物30分)===那須ガーデン
アウトレット(60分)===各所(18:30～19:00頃)

2019年1月・2月・3月

裏面

千 葉

2019

日帰り

１月

💛女性限定

お友だちにもご紹介ください💛

貴女のためのバスツアーを始めました

💘野田市近隣にお住まいの皆様へ

栃 木

2019

日帰り

２月

千 葉

2019

日帰り

３月

💛女性限定

💛女性限定

パワースポット香取神宮の初詣と
小江戸佐原の古い町並み散策♪
人気のアウトレットでお買物💚

乙女のあなたにピッタリの旅💚
早春の南房総 花の薫りと潮の香り
とちおとめ食べ放題のいちご狩り かつうらビッグひな祭りを体験♪
＆キラキラ輝くイルミネーション 女子のお遊び花摘み＆新鮮な海の幸で満腹💚

ご利益いっぱいのパワースポットとも言われる
あの香取神宮へ参拝。江戸から明治・大正の雰囲
気をそのままに残している佐原の町並みに癒され
て、素敵なお店で日本料理を楽しみましょう💚
かと思ったら、次はアメリカ西海岸をイメージし
たおしゃれなアウトレットでショッピングです♪

北関東最大規模111棟のハウスで、ブランドいちご
の“とちおとめ”を満喫しちゃいましょう！
足利フラワーパークの幻想的なイルミネーション
は、思わず胸キュンの感動です💚一度は体験を♪
益子焼最大の窯元つかもと、大麦工房ロア工場直
売店のお買物も楽しめます。モリモリ企画です♪

ポ
イ
ン
ト

①香取神宮で2019年のご利益を祈願💚
②佐原のレトロな風情に、心からリラックス♪
③外観は江戸、中はモダンな日本料理店

1/15（火）

出発日
旅行代金

8,800円

食事

ポ
イ
ン
ト

①甘くてジューシーなとちおとめペロリ
②関東三大イルミネーションを堪能♪
③お買物、お土産もちゃんと楽しめる💚

2/7（木）

出発日

朝パン 昼○ 夜×
最少催行人数：25名

旅行代金

10,800円

第２号

ホームページをチェック！
ハートバスツアーのホームページが完成です♪
ツアーの魅力、最新のツアー情報、スタッフの
紹介などを掲載しています。
ビックリするぐらい可愛らしいデザインです💛

https://tour.hokutokankou.co.jp

３月の南房総は、春うらら一番いい季節です♪
まずは話題の“かつうらビッグひな祭り”へ。
ランチは、知る人ぞ知る魚屋さん直営のお店で
満💖腹💖満💖足 うに＆いくら＆お刺身御膳!!
お次は女性らしく…花摘みを楽しんで💚笑顔♪
帰りには、漁港直結の土産店で新鮮な海の幸を。
ポ
イ
ン
ト

食事

①早春の南房総を五感で味わえる旅です
②60段の石段に約1,800体のお雛様はスゴイ！

ツアー紹介のビデオ動画

③女性だけ、ならば海の幸をタラフク💚

女性がわくわくするショートムービーです。

出発日

朝パン 昼○ 夜×

旅行代金

最少催行人数：25名

3/2（土）

食事

9,800円

朝パン 昼○ 夜×
最少催行人数：25名
おしゃれで
はないけれ
ど、
やっぱり
美味しい！

ハートバスツアーのリアルな
楽しさを感じてください💛

ツアーを満喫したお客様の声
9月22日の茨城へのツアーは32名様がご参加♪
香取神宮で幸せパワーをいただきましょう💚

佐原は、映画やＣＭの
ロケ地としても有名です♪

各所(7:30～8:00)===「川の駅 水の郷さわら
(買物30分)===香取神宮(参拝＆見学約60分)
===小江戸佐原で素敵な昼食＆のんびり自由
散策(120分)===あみプレミアムアウトレット
(買物＆見学70分)===各所(17:00～17:30)

期待通りの大粒いちごが
貴女に食べられのを待ってます💚

各所(9:00～9:20)===益子の日本料理店(昼食
60分)===益子焼窯元つかもと(買物＆見学30
分)===いちご狩り(食べ放題60分)===大麦工房
ロア(買物＆見学30分)===足利フラワーパー
ク・イルミネーション==各所(20:00～20:15)

💛ご予約・お申込みの流れ まずはお電話ください！
う
～
ん
、
毎
日
、
忙
し
い

＜ご旅行条件抜粋＞

そ
う
だ
、
旅
行
に
行
こ
う
！

も
し
も
し
、
予
約
で
す
が
ヨッシャ、 ？
それじゃ一緒に！

冬のお楽しみは
イルミネーション♪

ありがとう
ございます！
ハートバス
ツアーです💚

市内各所に約3万体の
ひな人形が飾られます♪

女の子の気分で
花摘みを楽しみましょう💚

各所(7:10～7:30)===かつうらビッグひな祭
り(見学 約60分)===魚屋さんの直営店(昼食60
分)=====花薫る鴨川で花摘み(50分)=====
漁港直結のお店で海の幸をお買物(40分)===
各所(18:40～18:50)

💛バス乗降場所のご案内 野田市内の２ヶ所です

①野田市文化会館前

②野田市駅前

＜旅行企画・実施＞
千葉県知事登録旅行業第2種794号

お車でお越しのお客様は、
近隣の皆様のご迷惑となり
ませんようにご配慮いただ
ければ幸いです。

有限会社

💛ホームページが完成しました！

https://tour.hokutokankou.co.jp
な～んだ
女性限定か・・・

💛“動画で楽しむ”ハートバスツアー
「ツアーを紹介するビデオ動画」を公開中です
右のＱＲコードからスマホでアクセス！

■この旅行は、有限会社北斗観光バス（以下当社と言います）が企画・実施する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。契約の内
容・条件は、募集広告の各コースごとに記載されている内容のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
によります。■旅行契約は、当社が申込書と旅行代金を受領した時に成立します。■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した交通費、宿泊費、食事代、観光代金、添乗員同行費用、消
費税等諸税。■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、お一人様につき下記の取消料を申し受けます。【契約解除の日と取消料】 （20～8日前）20％ （7～2日
前）30％ （前日）40％ （当日）50％ （旅行開始後、又は無連絡不参加）100％取消料の起算日は、すべて旅行開始日の前日となります。日帰り旅行は、１１日前までの場合、取消料は無料と
なります。■最少催行人員：通常25名■中止の場合、旅行開始の4日前（宿泊旅行は14日前）までに連絡いたします。■添乗員：特に記載しているものを除き添乗員が同行します。■個人情
報の取り扱いについて：旅行の手配、旅行情報の提供、旅行に関するご相談にのみ使用します。お客様に有益と思われるサービスや商品の情報を、電話・電子メール・郵便物などで提供させ
ていただく場合もございます。お客様のお申し出があればこのような情報の提供を中止します。■この条件は、平成30年7月1日現在を基準としています。

ご
予
約

YouTube動画
全編：2分38秒

💛北斗観光バスについて
北斗観光バスは、もうすぐ創業20年を
迎える貸切バスと旅行事業の会社です。
野田市に本社と東京足立区に営業所が
あります。地元地域の皆様に愛される
バス会社でありたいと頑張っています。

ＴＥＬ
営業
時間

北斗観光バス

一般社団法人 全国旅行業協会正会員
一般社団法人 千葉県旅行業協会正会員
（総合旅行業務取扱管理者）瀬能 玲子
（ツアー運行バス会社）有限会社 北斗観光バス
〒270-0233

千葉県野田市船形32番地2

04-7120-8700

平日(月～金)

9:00～17:00

ＦＡＸ

04-7120-8701

