
💘野田市近隣にお住まいの皆様へ 第８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 2020年3月・4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💚

💖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♪

感謝の

日帰り
栃 木

💛女性限定２月
2020

朝パン 昼× 夜×

出発日 2/4（火）

旅行代金 8,800円

食事

最少催行人数：25名

(

税
込)

人気のツアーは、すぐに満席になってしまいます(#^.^#)ご予約はお早めにどうぞ💛

女性の毎日に
幸せを感じる
ひとときを

この子は、
ツアーメイト
のハートちゃん
です💚
皆さんと一緒に
ツアーにお出掛
けします♪

出発日 1/28（火）

旅行代金 11,800円

食事

最少催行人数：25名

朝パン 昼○ 夜×

熱海の人気が急上昇♪2019年春にオープンしたば
かりのオーシャンスパFuua(フーア)♪天然温泉と
真っ青な海を心と体で味わえるなんて、今までな
かった！言葉はいりません。写真見てください♪
もちろんランチも楽しみ✨70種類のブッフェ💚

日帰り
静 岡

１月
2020

各所(7:00～7:30)==オーシャンスパFuua(スパ・
昼食・買物・たっぷり4時間)==各所(19:00～19:30)

(

税
込)

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

館内着とタオルは付いています。
休憩エリアも海を体感できるオシャレな
インテリアです💚新しいからキレイ♪

💛女性限定

まるで海に浮かんでいる
ような気分になる露天立湯
がすごいんです！

展望サウナ→

地元の新鮮な食材や特産品
を使ったブッフェです♪
目の前に海が迫る絶好のロ
ケーション！全8種類の
ジェラートもうれしい💚

日本最大級で全長25m
もある立湯です♪

雰囲気が違う２種類の岩盤浴が
あります。女性限定エリアも♪

Laava(ラーヴァ) Meressa(メレッサ)

(

税
込)

これから行くならココしかない！
女心を満たしてくれる海スパ💚
話題のオーシャンスパFuua体験♪

温泉女子会ツアー シリーズ第2弾 だって毎日こんなに頑張ってるもん！
横浜元町チャーミングセールへＧＯ💚
中華街で130品から選べる食べ放題♪

日帰り 💛女性限定２月
2020

朝パン 昼○ 夜×
出発日 2/27（木）

旅行代金 8,800円

食事

最少催行人数：25名

女性なら自分を甘やかしてあげる一日って大事♪
6日間で50万人が訪れる元祖バーゲンセールを楽し
みましょう。見るだけでも満たされちゃう女心💚
あのキタムラやミハマ、近沢レースなど約230店が
破格のお値段でセール販売(^^)/ ランチはお好き
に選べる130品の中華オーダーバイキングです♪

ポ
イ
ン
ト

①元町ショッピングストリート最大のお祭り
あれもこれもセール価格で、超うれしい♪

②北京ダックもフカヒレもありの食べ放題💚
③中華街をぶらぶら♪お店巡りにわくわく✨

各所(8:00～8:20)===横浜元町チャーミング
セール(買物・観光1時間45分)===中華料理の
食べ放題(昼食75分)===中華街散策(観光・買
物75分)===各所(17:00～17:30)

(

税
込)

神奈川

「これ１つ！」
って小皿を注文
する食べ放題♪

バーゲンセール
は女の時間💚

素敵なお店がいっぱいでテンション上がります♪

各所(8:00～8:30)===とちひめ狩り(体験30分

＋買物30分)===道の駅どまんなか たぬま(自

由食・休憩・買物75分)===スカイベリー狩り
(体験30分＋買物30分)===各所(17:30～17:50)

今日の主役は、わたしとイチゴ♪ 栃木県内でも希少な
イチゴとちひめ(とちおとめじゃありませんよ）を限界
まで食べたら、ひとまず休憩♪はらごなしタイム😊

「さぁ、次いけるよ！」となったら、おっきなおっきな
高級いちご🍓スカイベリーを、なんつぶ食べれるか！

どちらも30分1本勝負♪ 食べたら寝ながら帰ろっか～

私の人生で一番イチゴを食べる日

幻のいちご🍓とちひめ

高級いちご🍓スカイベリー

食べ比べ 直行便
いちごライナー

バ
ス

というズバリ本音系女子
のために、昼食無し(道
の駅で自由食）のツアー
を企画しました♪
とこっとんイチゴです！

高級イチゴ🍓スカイベリー幻のイチゴ🍓とちひめ

あなたは
どっちが
お好き？

とちおとめより大粒で甘くてジューシー

なのが「とちひめ」です。スーパーなど

で売ってなくて、栃木県に行かないと食

べれないので幻のイチゴと言われてます♪

とっても大粒の果実で食べ応え
満点のスカイベリー♪
甘味と酸味のバランスがよくて
おいし～い💚

各所(9:00～9:20)===酒々井プレミアム・アウト
レット(観光・買物60分)===イタリア料理店(昼食

90分)===道の駅(買物20分)===各所(15:40～16:00)

アウトレットは、
ちょうどバーゲンです♪

満席
2/19（水）
増便・募集中

催行
決定

催行
決定

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 1/25（土）

旅行代金 7,500円

食事

最少催行人数：25名

💛女性限定１月
2020

(

税
込)

千 葉

女の自由時間でバスツアー♪

３６０シリーズ
サン ロク マル
お気軽、お手軽、お身軽に約３６０分(6～7時間)でバスツアー
を楽しめる新シリーズが誕生！おいしいランチを食べて、
ちょっと気分転換して、ストレス発散できる小さなバス旅💚
“朝夕が忙しい主婦・ママさん・お勤めの方”におすすめ♪
ゆっくり出掛けて、早くお家へ帰れます♪ 女子会でもＯＫ！

私の心がゆれた素敵なイタリアンレストラン
＆酒々井プレミアム・アウトレットお買物

千葉県内にこんなに魅力的なイタリア料理店が
あったなんて！私も食べに行ってビックリです。
個人オーナーシェフのお店です♪素材も味も店内
外の雰囲気も徹底してこだわっていて、
女性なら胸キュンまちがいなし！

ご紹介する写真は、
イメージです。お料理は、
季節や素材によって、
最高のものをお召し上がり
いただけます💚

うっとりするようなひとときをくれるお店で
こだわりのイタリアンコース料理を満喫💚

催行
決定

催行決定 催行決定 催行決定

大人気

第１弾



💘野田市近隣にお住まいの皆様へ 第８号

＜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)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
～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！

💛女性限定
2020 山 梨

４月
2020

朝× 昼× 夜〇
出発日 4/2（木）

旅行代金 10,500円

食事

最少催行人数：25名

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。
文化会館様への長時間の駐車はご遠慮ください。

＜旅行企画・実施＞

各所(13:00～13:20)=====(早めの夕食15:30ぐ

らいからお食事の予定)古民家風・蔵屋敷で
郷土料理(60分)===相模湖リゾート プレ
ジャーフォレスト・夜桜イルミリオン(遊
園・見学 約150分)===各所(21:50～22:20)

(

税
込)

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♪

💚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>>>

感謝の２０２０年の新着ツアーが盛りだくさんです♪ハートバスツアーにご期待ください💛

４月 💛女性限定

各所(7:00～7:30)=====歌ものまねショー＆
ランチバイキング(ショータイム約90分です

※山梨県石和温泉ホテル石庭)======里の駅
いちのみや(買物30分)====各所(18:30～18:50)

朝パン 昼○ 夜×
出発日 4/15（水）

旅行代金 10,800円

食事

最少催行人数：25名

(

税
込)

花より団子？私はどっちも大好き♪
三浦半島で河津桜とマグロを満喫🌸
早咲きの河津桜と菜の花の競演がステキ💚

日帰り
神奈川

💛女性限定３月
2020

朝パン 昼○ 夜×
出発日

旅行代金 11,300円

食事

最少催行人数：25名

近場で河津桜が楽しめる人気スポットと言えば、
三浦半島です♪京急線沿いに約1km、1000本の桜が
菜の花とコラボレーションして咲き並びます✨
胸いっぱいに春の薫りを感じながら、のんびりと
お花見してみませんか？せっかくだから、三崎の
マグロもいただきましょう。豪華マグロづくし！

ポ
イ
ン
ト

①濃いピンク色の河津桜と黄色の菜の花の
コントラストがとってもきれいなんです♪

②マグロ＆まぐろ＆鮪！昼食はマグロ三昧！
③お土産は鮮魚も買える「うらり」へご案内

各所(7:00～7:20)===三崎うらりマルシェ(買

物40分)==マグロづくし膳と河津桜お花見
(昼食・観光3時間)===各所(18:00～18:30)

(

税
込)

「きれいね～」って
ため息が出ちゃう
鮮やかなピンク色の
花びら💚
やっぱり、団子より、
花かしら…

線路に沿って桜と菜の花の散歩道♪

三浦半島の
グルメは、
何と言っても
マグロです♪
「もうしばらく、マグロはいいわ～」
とつぶやくぐらい今日だけマグロ！

朝パン 昼○ 夜×

日帰り

出発日 3/18（水）

旅行代金 6,800円

食事

最少催行人数：25名

💛女性限定３月
2020

(

税
込)

東 京

女の自由時間でバスツアー♪

３６０シリーズ
サン ロク マル
お気軽、お手軽、お身軽に約３６０分(6～7時間)でバスツアー
を楽しめる新シリーズ♪おいしいランチを食べて、ちょっと気
分転換して、ストレス発散できる小さなバス旅です💚

22年ぶりに映画『男はつらいよ』の最新作(第50
作)が公開です✨笑いあり、涙あり、明日から
また頑張れる元気をくれるのが寅さんですね😊
柴又帝釈天は、年6回しかない御本尊の御開帳で、
庚申(こうしん)の縁日です。懐かしくてキュンと
くる寅さんの聖地巡り♪寅さんが言ってました。
「風の吹くまま気の向くままってやつだよ。
フアフアフアフアッと行っちゃうわけだ。」

そんな感じで…葛飾柴又を歩いてみませんか？

朝ゆっくり！各所(9:00～9:30)===寅さん記念
館＆山田洋次ミュージアム(両館2019年リニューア

ル)・山本亭庭園(三施設見学で約90分)===寅さん
ゆかりのお店(昼食50分)===柴又帝釈天(参拝・
散策45分)==各所(15:00～15:20)帰りが早い！

寅さんに会いたいねぇ～じゃ、行っ
てみよっか！寅さんの思い出巡り♪
風の吹くまま気の向くまま葛飾柴又💛

あぁ、生まれて来てよかったな、って思う事が何べんかあ
るんじゃない。そのために生きてんじゃねぇか(by寅さん)

神奈川

こんなの待ってた！あなたのワガママ叶えます💚

夜遊び
倶 楽 部
シリーズ💚

女子の夜遊び倶楽部 シリーズ第2弾
たまには夜遊びしませんか？ 女性だって
もっと夜を楽しみたい。今夜はシンデレラ
ちょっとドキドキ♥夢みる女性のツアー♪

これぞ大人の時間♪ロマンチストな私は今年こそ
「夜桜イルミリオン」しちゃいます💚女性って、
だいたいワガママな生き物😊イルミネーションと
桜をどっちも楽しみたい！ですよね、みなさま💛

関東最大級600万球のイルミネーション
に夜桜をプラスして、トキメキ度数が
急上昇！相模湖イルミリオンと夜桜🌸

日帰り

関東三大イルミネーションに
選ばれたイルミリオンは600万
球の光の魔法✨リフトに乗っ
て空中散歩できます♪

古民家を移築した
癒しの空間で、郷土料理(牛の

朴葉焼き・ほうとう・てこね等)を♪

「ちょっと、いやだ、本物かと思った！」

小林幸子＆美川憲一 夢の競演✨
超一流の歌ものまね♪とくとご覧あれ！

何かと忙しい女性のご褒美タイム💛
歌マネ楽しんで、おいしいバイキング
食べて、いつもより楽しくなっちゃおう！

日帰り

もう結論から言いましょう！ニセモノです😊
でも、うまいのなんのって！すごい本物っぷり💛
どうしてそんなにソックリなの？うまスギ～♪

美
川
憲
二

斉
藤
京
子

司会：
あいかわい翔

ビックリの歌唱力😲
わたしが大好きな
芸人さんです💛
おすすめですよ～♪

哀川翔さん公認

第２弾

3/2（月）
大人気 満席

3/3（火）
増便・募集中

いくつものモノマネ
番組で大賞を受賞✨
実力派ＮＯ.1の
『ものまね会の女王』♪

歌
も
の
ま
ね


