
💘野田市近隣にお住まいの皆様へ 続々と満席ツアーが出ております。野田市内の２ヶ所から発着するバスツアーです💚 第５号

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。
女性が満足できる、女性のためのバスツアーをお探しなら…
ぜひ一度ご参加ください。笑顔でお待ちしております。

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 fax04-7120-8701

営業時間/平日（月～金）9時～17時

「ハートバスツアーはいいよ♪」
と言ってくださるお客様のクチコ
ミやご紹介が広が
り、どんどんご予
約が増えておりま
す。私（瀬能）の
長年の夢をカタチ
にしたツアーです。
楽しい旅へ、
ご一緒にお出掛
けしませんか！

なぜ女性限定なの？女性におすすめ５つのポイント

💖ご予約・お問合せ (有)北斗観光バス 📞04-7120-8700 ご来店（月～金）9時～17時 2019年8月・9月・10月 裏面
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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

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

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

“女性が喜ぶサービス”で、お💚も💚て💚な💚し
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

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

瀬能 玲子社長

北斗観光バス

女性の気持ちがわかる女性社長のツアーです💚

出発日 7/14（日）

旅行代金 11,000円

食事

最少催行人数：25名

朝パン 昼○ 夜×

標高1250mの夏でも涼しい高原で、５万株のラベン
ダーたちがお出迎えします。爽やかな風と魅惑の
薫りが貴女を優しく包みます💚ほっと癒されたら、
元気盛り盛りのランチタイム！40種類のイタリア
ンバイキングです♪美味しい青い実を食べ放題の
ブルーベリー狩りへ💚待っててね、愛しのベリーちゃん♪

①ラベンダーパークでは800円分の利用券をお付けしま
す。利用券を使って、夏山リフトに乗ったり、人気の
ラベンダーソフトクリームを食べたりできます♪

②ブルーベリー狩りは、１カップ摘み取りお土産付き💚
③東日本で一番人気になった道の駅へも寄ります♪

ポ
イ
ン
ト

日帰り
群 馬

💛女性限定７月
2019

５万株のラベンダーが香る初夏の高原♪
《期間限定》40種類のイタリアンバイキング

３時のおやつ💚青い実パクパク♪ブルーベリー狩り

各所(7:00～7:30)===道の駅 川場田園プラザ(30

分)===たんばらラベンダーパーク＆イタリア
ンバイキング(入園・昼食 150分)===食べ放題ブ
ルーベリー狩り(体験60分)===各所(18:35～19:00)

(

税
込)

３時のおやつに、旬のブルーベ
リーをパクパク食べましょう♪

やっぱりイタリアンが好き💚
食べ過ぎにご注意ください♪

貴女がラベンダー国の
王女様ですネ💚

💖私のご紹介💖
「ハートバスツアー
を始めた私の想い」
スマホで見れます♪

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 6/7（金）

旅行代金 11,500円

食事

最少催行人数：25名

各所(7:00～7:30)===道の駅富楽里とみやま(買

物35分)===びわ狩り食べ放題(50分)===館山炙
り海鮮丼(昼食75分)===南房総道楽園(体験・買

物60分)===東京湾アクアライン・海ほたる(展
望・休憩30分)===各所(18:15～18:45)

💛女性限定

一番美味しい時に房州びわを食べる♪
完熟びわの食べ放題💚びわ狩り満喫
絶品ご当地グルメ「館山炙り海鮮丼」
6月の旬のフルーツと言えば南房総名産の枇杷♪
明治42年から皇室へ献上されている「房州びわ」
は、大粒で肉厚たっぷりのジューシーな果実です。
当ツアーこだわりの昼食は、館山の新鮮な魚介と
野菜を楽しめる“豪華特製の三段どんぶり”♪
コレは絶対食べていただきたいです💚写真チェック！

①完熟びわをガブリ！と食べちゃって♪
②1日限定30食の館山炙り海鮮丼を予約確保

ポ
イ
ン
ト

６月
2019

③生鮮市場で海の幸お買物＆枇杷ゼリー片手掴み
＆塩わかめ詰め放題♪楽しい体験です💚

(

税
込)

千 葉

このツアーは３０名様限定の募集です

豊かな果汁と上品な甘
みで全国に知られてい
る房州びわを食べ放題
なんてちょっと贅沢♪

累計10万食が売れたというこの海鮮丼！
すごいですよ～♪この写真は、ウソじゃ
ありません♪見てみて、食べて💚

私、炙り海鮮丼を
食べてきました！
詳しい写真をブロ
グにアップ♪必見→

30名
限定

出発日 5/28（火）

旅行代金 10,800円

食事

朝× 昼× 夜○

今夜は私とご一緒に、本場のニューハーフショー
を体験してみましょう。あの有名な「黒鳥の湖」
へ参ります。私(瀬能)はすでに体験済みです。想
像以上に楽しいエンターテイメントです♪自分で
見に行くのはちょっと勇気がいりますね。だから
バスツアーで、今宵は思いっきりエンジョイ！

①華麗に踊り、歌い、そして笑えるショー♪
②お食事（フリードリンク※お酒も有）約90分

＆ショータイム約50分で満喫できます♪

ポ
イ
ン
ト

東京
💚
女性
限定

笑って、見とれて、楽しめる♪
歌舞伎町で40年の老舗「黒鳥の湖」
最高のニューハーフショーを体験

各所(14:30～15:00)===東京都庁展望室(約60

分)===「黒鳥の湖」 お食事タイム約90分＆
ショータイム約50分===各所(22:10～22:30)

目の前で繰り広げられる迫力のショーに感動しちゃいます

(

税
込)

③地上202ｍの都庁展望室から東京の街を♪

最少催行人数：25名

大人の夜のお楽しみツアー、午後からゆっくり出発です♪

お申込み殺到！大人気です♪

催行が確定しております
締切り直前のためお急ぎ下さい💛

5/28

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 8/8（木）

旅行代金 11,300円

食事

最少催行人数：25名

各所(7:00～7:30)==明治・大正・昭和の三代校舎
＆イタリアンレストラン(観光・昼食・買物 約2

時間30分)===北斗市明野サンフラワーフェス(観
光55分)===各所(19:00～19:30)

💛女性限定

女子の郷愁物語💚あの頃の学校体験
明治・大正・昭和の三代校舎でのんびり
イタリアン＆360度60万本のひまわり🌻

ノスタルジックで素敵な時間を過ごせる場所を見
付けました。昔懐かしい学校です。明治・大正・
昭和の三代３つの校舎が移築せずに残っています。
その中のイタリアンレストランでコース料理をい
ただきましょう。60万本のひまわりと絶景が楽し
めるサンフラワーフェスにも参ります♪

①明治8年建設の明治校舎は資料館になって
いて当時を想像しながら見学できます♪

②豊かな自然を五感で味わえる地元素材を
使った美味しいイタリアンコース料理💚

ポ
イ
ン
ト

８月
2019

(

税
込)

山 梨

早くも

③八ヶ岳や富士山を見渡すパノラマひまわり

残しておきたい風景がココに
あります。心が癒される不思
議な場所です♪

せっかくだから、一番人気の
「ひまわりソフトクリーム」
をおひとつプレゼント💚



💘野田市近隣にお住まいの皆様へ 第５号

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 9/17（火）

旅行代金 11,800円

食事

最少催行人数：25名

各所(7:30～8:00)=====リゾートダイニング
「フジヤマテラス」80種類のバイキング(昼

食約90分)====河口湖オルゴールの森美術館
(90分)===シャインマスカット園内食べ放題
(体験60分)===各所(19:20～19:45)

出発日 10/5（土）

旅行代金 12,500円

食事

最少催行人数：25名

朝パン 昼○ 夜×

＜ご旅行条件抜粋＞

■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。

千葉県知事登録旅行業第2種794号

有限会社北斗観光バス

〒270-0233

千葉県野田市船形32番地2

ＴＥＬ 04-7120-8700
ＦＡＸ 04-7120-8701

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

平日(月～金)

9:00～17:00
営業
時間

ご
予
約

💛北斗観光バスについて

💛ご予約・お申込みの流れ

💛バス乗降場所のご案内 ①野田市文化会館前 ②野田市駅前

💛女性限定

～野田市内の２ヶ所です～

まずはお電話ください！
う
～
ん
、
毎
日
、
忙
し
い

そ
う
だ
、
旅
行
に
行
こ
う
！

も
し
も
し
、

予
約
で
す
が
？

ありがとう

ございます！

ハートバス

ツアーです💚

な～んだ
女性限定か・・・

ヨッシャ、
それじゃ一緒に！

高級ぶどうのシャインマスカットを
日本一の産地で食べ放題🍇富士山が見
えるレストランで80種類のバイキング♪

あのシャインマスカットを食べ放題なんて～！！
そんな贅沢していいのかしら(^^♪と言いつつも
ここぞとばかりに高級ぶどうを味わいましょう♪
ランチは80種類のバイキングが人気の富士山が見
えるレストランへ。オルゴール美術館は、小さな
ヨーロッパを旅する気分で心が癒されます💚

③女性にピッタリの美術館は、おとぎの国♪

ポ
イ
ン
ト

日本最大級 500万本が群生する神秘の森

曼殊沙華＆パワースポット高麗神社
豆腐と湯葉の懐石料理＆巨峰２房狩り♪

美味しいご飯を食べて、ゆっくりと温泉につかっ
て、それが最高の幸せ💚 「日本のホテル・旅館
100選」で第１位に輝いた福島・母畑(ぼばた)温泉
の八幡屋で過ごす“女性のための癒しの時間”♪
ちょっと贅沢な活アワビ御膳をいただいて、露天
風呂でボーッと景色を眺めたら、心も体もリフ
レッシュできますネ。少し遠いですが、私(瀬能)
が一番おすすめの温泉宿として、八幡屋を選びま
した。行く価値ありオススメです♪７月には、新
しい展望大露天風呂もオープンします！

９月
2019

日帰り
埼 玉

💛女性限定９月
2019

日帰り
群 馬

10月
2019

朝パン 昼○ 夜×
出発日 9/19（木）

旅行代金 10,800円

食事

最少催行人数：25名

お楽しみが山盛りの企画です♪一番見頃の時期に、
あの有名な巾着田で500万本の曼殊沙華(彼岸花)を
楽しんでから、パワースポットと言われる高麗神
社に参拝します✨ランチは、とってもお上品なお
店で豆腐と湯葉の懐石料理をゆっくりといただき
ます💚最後は、ぶどう狩り巨峰２房お持ち帰り♪

ポ
イ
ン
ト

日本一の名旅館 あの八幡屋で
たっぷり３時間、美食と温泉💚

野田市文化会館(7:00)===母畑温泉・八幡屋
(たっぷり3時間)===野田市文化会館(18:00)

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。 ＜旅行企画・実施＞

②富士山を楽しめる開放的な空間で、旬の食材を
使った80種類のバイキングを💚ゆっくりと💚

①9月のお花は、やっぱり曼殊沙華♪500万本
が群生する森は、美しく神秘的な雰囲気です
②今回の昼食も素敵なお店へお連れします💚

③ぶどう狩りって楽しいですね♪巨峰２房！

各所(7:30～8:00)===500万本の曼殊沙華(観

光50分)===高麗神社(参拝25分)===サイボク
ハム(買物40分)===豆腐と湯葉の懐石料理
(昼食100分)===ぶどう巨峰2房狩り(60分)===
各所(18:00～18:20)

(

税
込)

(

税
込)

(

税
込)

続々と満席ツアーが出ております。野田市内の２ヶ所から発着するバスツアーです💚

山 梨

ハートバスツアーの楽しさ
を感じてください💛

おひとり様も大歓迎
ハートバスツアーならお1人様
でも安心してご参加いただけ
ます。女性だけのツアーです
から、気ままにリラックスし
てお楽しみ下さい。

女性グループやサークルの
仲良し女子旅行にも💚
女性のお友達と日帰り旅行を
楽しむならピッタリおすすめ♪

①シャインマスカットは、園内のみの食べ放題
なので、ぶどう棚の下でお腹いっぱい食べて♪

主婦なら誰でも知ってる
このブドウのお値段。
いつものスーパーでは
なかなか買えませんよね～

ランチタイムは、
90分ありますから
ごゆっくり💚

ヨーロッパみたい
な素敵な雰囲気♪

これだけ群生すると見とれ
てしまいます。一番いい時
期に見れるチャンス♪

豆腐と湯葉と牛
すき煮の上品な
懐石です♪

巨峰２房お土産♪

高麗神社
でご朱印
をいただ
いては💚

温泉女子会ツアー シリーズ第１弾
温泉女子会は、温泉とお食事を楽しんで、
ハートもボディも癒しちゃうことだけを
目指す女性だけの秘密の花園ツアーです

温 泉
女 子 会
シリーズ💚

男
子

禁
制

7/1にオープン予定
の新しい展望大露
天風呂のイメージ
です♪

お昼ご飯なのにこんな感じに
ゴージャスで
リッチな気分💚

入浴タオルとバス
タオルはご用意し
ています✨安心

秋の露天風呂は
気持ちいい～♪♪

見てください！女性風呂
高い天井で広々💚

文化会館
発着限定

💚ホームページをチェック！

ビックリするぐらい
可愛らしいデザインの
ホームページです💛

https://tour.hokutokankou.co.jp

スマホで
見れます>>>

ツアー紹介のYouTube動画♪
女性がわくわくするショートムービー。

北斗観光バスは、創業20年を迎えた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。

スマホで
見れます>>>

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 8/27（火）

旅行代金 11,300円

食事

最少催行人数：25名

各所(7:00～7:30)==渋沢栄一記念館(観光35分)===

旧渋沢邸(観光15分)===道の駅はなぞの(休憩・買

物35分)===新鮮野菜バイキング(昼食90分)====

長瀞ライン下り(体験50分)=スイーツブッフェ
(喫茶・買物75分)===各所(19:30～19:50)

💛女性限定

夏の終わりに秩父でクール＆フレッシュ♪

長瀞ライン下りと絶景レストランでの
新鮮野菜バイキング＆スイーツブッフェ💚

ちょっと涼しい遊びと美味しい体験ができる一日。
秩父市街を一望できる眺望抜群のレストランで旬
の地元食材を使ったバイキングをいただいたら、
長瀞ライン下りへＧＯ！キャーキャー騒いだ後は、
またまた女子ツアーならではスイーツブッフェ💚
新１万円札で話題の渋沢栄一記念館も見学します♪

①暑い日は長瀞のライン下り♪涼し～い◎

②女性だから食事と喫茶のＷバイキング💚
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③渋沢栄一さんの功績ってご存知ですか？今注目！
１万円札の肖像画になる方の記念館と旧邸宅へ♪
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埼 玉

知って
おきたい
渋沢栄一♪
←出展

財務省ＨＰ

お食事は、景色
も大事ですネ。
ここは最高♪

10種類以上
のスイーツ
が食べ放題。
人気です♪

早くも

夏のお楽しみ爽快なライン下り✨

このツアーは文化会館のみ発着です


