
大曲車庫 福住駅前 大通バスセンター 2019年7月 9月▼発着

※写真はイメージです

■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／40名
■最少催行人員／20名　■運行バス会社／北都交通

■出発日 9月14日（土）・15日（日）

今年で10周年！北海道各地の美食が旭川に集まる一大イベント

北の恵み 食べマルシェ旭川と
神秘な芸術美瑛・青い池見学

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
×
×

大曲車庫（7：10）
福住駅前（7：35）
大通BC（8：00）

各地　　 高速経由　　 北の恵み 食べマルシェ旭川会場（市
内を中心とした会場。たっぷりの約180分滞在。会場内自由行
動）　　 美瑛・青い池（自然が作り出した芸術）　　 フラノマ
ルシェ（買物&休憩）　　 高速経由　　 各地18：30～19：20

参加中は大曲車庫にてマイカーの無料駐車可能です。

 ツアー
バス
 ツアー
の夏

北都交通
で行く、「食」「自然」「体験」で夏を感じるバスツアー

イチオシポイント
会場は平和買物公園の他市内4会場で行われ旬の味
覚やご当地グルメなど、様々なごちそうの食べ歩きが
楽しめる北海道最大級の食イベントです。

5,980円旅行代金
大人
お一人様

（税込）

※写真はイメージです

■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／40名
■最少催行人員／20名　■運行バス会社／北都交通

■出発日 8月31日（土）・9月1日（日）

地元名産はもちろん！全国各地の味が集うそばのイベント

第26回 幌加内町
新そばまつり 2019

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
×
×

大曲車庫（7：10）
福住駅前（7：35）
大通BC（8：00）

各地　　 高速経由　　 幌加内町新そばまつり会場（たっ
ぷりの約150分滞在。会場内自由行動）　　 道の駅ライス
ランドふかがわ（休憩）　　 北菓楼砂川本店（ミニソフトク
リ－ム1個付き）　　 高速経由　　 各地16：50～17：40

イチオシポイント
日本一のそば生産地！幌加内町で開催する秋のイベント。ご当地
はもちろん！全国各地のお店も集まりますので食べ比べもＯＫ。
北菓楼砂川本店ではミニソフトクリ－ムのおやつがあります。

4,980円旅行代金
大人
お一人様

（税込）

■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／40名
■最少催行人員／20名　■運行バス会社／北都交通

■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／40名
■最少催行人員／20名　■運行バス会社／北都交通

■出発日 8月23日（金）・24日（土）■出発日 7月28日（日）・29日（月）

迫力ある山車のぶつかり合い喧嘩まつり

沼田町・夜高あんどん祭り 2019日帰り
コース2見ている人の笑顔を誘う夏のイベント！

ふらの「北海へそ祭り」2019日帰り
コース1

日帰り
コース4

日帰り
コース3

3,980円旅行代金
大人
お一人様

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
×
×

大曲車庫（12：40）
福住駅前（13：05）
大通BC（13：30）

各地　　岩見沢SA（休憩）　　ファーム富田（ラベンダー観
賞）　　　ふらの「北海へそ祭り」会場（たっぷりの約150分
滞在。会場内自由行動）　　岩見沢SA（休憩）　　各地22：
20～23：10

※写真はイメージです ※写真はイメージです

イチオシポイント
北海道三大あんどん祭りのひとつで道内唯一の迫力
ある喧嘩まつりです。高さ７ｍ長さ１２ｍ重さ１２トン
の巨大なあんどんのぶつかり合いは迫力満点です。

5,980円旅行代金
大人
お一人様

（税込） （税込）

イチオシポイント
真夏の富良野で開催される一大イベント！ふてぶてし
い顔、愛嬌のある顔など個性豊かな腹の顔はきっと
笑顔を誘います。

各地　　　275号線経由　　　道の駅つるぬま（休憩）　　
沼田町夜高あんどん祭り会場（たっぷりの約210分滞在。会
場内自由行動）　　　高速経由　　　各地23：00～23：45

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
×
×

大曲車庫（14：10）
福住駅前（14：35）
大通BC（15：00）

お土産が増えても心配なし！



■出発日 7月27日（土）・8月7日（水）・22日（木）・9月7日（土）　
■添乗員なし　■バスガイドなし　■募集人員／30名　
■最少催行人員／15名　■運行バス会社／北都交通

イチオシポイント

■出発日 7月24日（水）・30日（火）・8月3日（土）・4日（日）・8日（木）　
■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　■運行バス会社／北都交通

イチオシポイント

イチオシポイント

■出発日 8月10日（土）・11日（日）・14日（水）
■添乗員なし　■バスガイドなし　■募集人員／30名　
■最少催行人員／15名　■運行バス会社／北都交通

イチオシポイント

■出発日 7月25日（木）・8月6日（火）・21日（水）・23日（金）
■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／30名　
■最少催行人員／15名　■運行バス会社／北都交通

旅行代金
大人
お一人様 5,980円

テレビドラマのモデルにもなった美術館を見学。迫力ある油絵や未完成の題材など
の芸術に触れた後は、十勝を代表するグルメ「豚丼」のご昼食をご用意しています。

新しく出来た道の駅や学べる工場、酒蔵見学など新たな発見に
出会える旅へ。キッコーマン千歳工場ではプチプレゼントあり。

毎年の夏に数日のみ開園する期間イベント。昼間とは違った動
物たちの活発な様子が見られます。旭山動物園入園券付き。

鮮やかな色彩の花々が競演するお花畑や自然が作り出した美瑛青
い池などを巡ります。ご昼食は旬の食材を使ったブッフェをご用意。

各地　　高速経由　　フラワーランドかみふらの（カットメ
ロンをご賞味）　　四季彩の丘（色鮮やかな花々が咲き乱れ
る花畑）　　旭山動物園（たっぷりの約150分滞在。園内自
由行動）　　高速経由　　各地22：40～23：30

旅行条件（抜粋） お申し込みの際、旅行条件書＜全文記載＞をお渡し致しますのでお読みください。

北海道知事登録旅行業第２－１２８号 
〒060-0042　札幌市中央区大通西6丁目北都ビル
国内旅行業務取扱管理者：加茂　雅人　一般社団法人全国旅行業協会正会員

◎お申込み／お問合せ

☎011-375-6020

北都観光株式会社 札幌営業所
（1） この旅行は北都観光株式会社が企画・募集し実施する旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
（2） 旅行のお申し込み
1 お近くの北都観光株式会社又は特約店にて所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金をお一人様3千円を添えてお申し込みください。
2 お電話にてお申し込みの場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
3 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前にお支払いください。10日目以降にお申し込みの場合は7日前までにお支払いくださ
　い。
4 旅行の申し込みは、出発日の7日前まで承ります。

（3） 旅行代金に含まれるもの
1 旅行日程に明示した、航空運賃・宿泊費・食事代・観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料等）

（4） 旅行代金に含まれないもの
1 超過手荷物料金（特定の重量、容量、個数を超える分について）
2 クリーニング代、電話電報代、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
3 天候事情等による航空便の運休で、追加宿泊が生じた場合の追加費用。

（5） 旅行契約の解除
1 お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受け
　致します。
2 取り消し料

（6） 旅行保証・詳しくは「旅行条件書」をご参照ください
（7） この旅行条件書は、2019年6月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年6月1日現在の有効な運賃、規則を基準に算出しています。
（8） 個人包括旅行割引運賃適用

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。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく右
記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の21日前

無料

旅行開始日の20日前～8日前

旅行代金の20%

旅行開始日の7日前～2日前

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日
［無連絡不参加を除く］
旅行代金の50%

旅行開始後又は
無連絡不参加
旅行代金の100%

北都交通グループ

ご予約・お問い合わせは

※写真はイメージです

トイレ付きラグジュアリーバスで行く

ベストシーズン！
富良野・美瑛お花めぐり＆
北竜ひまわり畑と青い池見学

旅行代金
大人
お一人様 6,980円

※写真はイメージです

トイレ付きラグジュアリーバスで行く

今話題の十勝へ！
十勝千年の森と
神田日勝記念美術館見学

旅行代金
大人
お一人様 8,980円

※写真はイメージです

トイレ付きラグジュアリーバスで行く　

期間限定！夜の旭山動物園＆
夏を彩るフォトジェニックな美瑛・
四季彩の丘

旅行代金
大人
お一人様 6,980円※写真はイメージです

トイレ付きラグジュアリーバスで行く

ANAクラウンプラザホテル千歳での
ランチブッフェ＆学べる2つの工場＆
酒蔵見学

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
○（帯広）
×

大曲車庫（7：10）
福住駅前（7：35）
大通BC（8：00）

各地　十勝千年の森（深緑豊かな庭園）　レストランふじもり
（市民に愛される食事処）　柳月スィートピアガーデン（十勝を
代表するスィーツ店）　十勝牧場・白樺並木道（真っ直ぐにのび
る路）　神田日勝記念美術館（見学）　各地19：00～19：50

各地　北竜ひまわりの里（黄色一色に染まるお花畑）　ブッフェ＆カ
フェオンプ（季節や旬の食材のブッフェランチ）　美瑛パッチワークの
路（車窓）　美瑛・青い池（自然が作りだした芸術）　ファーム富田（彩り
の花々の競演）　フラノマルシェ（買物&休憩）　各地19：00～19：50

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
○（千歳）
×

大曲車庫（8：40）
福住駅前（9：05）
大通BC（9：30）

各地　キッコーマン千歳工場（しょう油造りの過程を学べる）　ANAクラウンプラ
ザホテル千歳（ウッドテイストの中でのランチブッフェ）　Jファーム苫小牧（最先
端農業アプリを見学＆試食）　道の駅あびらD51ステーション（今年4月オープン
の新しい施設）　栗山・小林酒造（歴史ある蔵元。見学・試飲）　各地17：50～18：40

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
×
×

大曲車庫（12：00）
福住駅前（12：25）
大通BC（12：50）

快適な車内空間はゆとりあるシート配列で前後の間
隔も広く、移動時の窮屈感を全く感じることなくお過
ごし頂けます

ワンランク上の
ラグジュアリーバスとは（コース5～8）

車内に化粧室完備

かさの貸出をご用意

膝掛けの貸出をご用意

バス乗車場所のご案内

大曲車庫
北広島市大曲824番80

36

大曲車庫

ジョイフルエーケー

羊ヶ丘通 三井アウトレット
パークインター

ヴィレッジ
大曲

福住駅前
札幌市豊平区福住1条1丁目1-11

36

福住駅前 地下鉄東豊線
福住駅

セブンイレブン

イトーヨーカドー
福住店

大通バスセンター
札幌市中央区南1条東1丁目5

大通
バスセンター

さっぽろ
テレビ塔

ル・トロワ

北海道電力
本店

創
成
川
通

地下鉄東豊線
大通駅

※写真はイメージです

行　程 食　事集合場所

朝 
昼
夜

×
○（旭川）
×

大曲車庫（7：10）
福住駅前（7：35）
大通BC（8：00）

（税込） （税込）

（税込） （税込）

日帰り
コース5

日帰り
コース6

日帰り
コース7

日帰り
コース8

昼食付

昼食付

昼食付

旅行企画
実施　
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