
0985-28-0568
FAX0985-28-0033
Email:ryoko@miyazaki.coop

電話がつながりにくい場合：FAX・Eメールでの
受付もいたします。通信トラブル防止の為、連絡がない
場合はご確認のお電話をお願いします。

営業日/月曜日～日曜日
＊臨時営業中となっています
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旅行企画実施

宮崎県知事登録旅行業第２－７７号　　総合旅行業務取扱管理者　白潟泰之

表面/旅行センター　裏面/生活サービスセンター・住宅センター

［　　　　　　　　　　　　　］航空券・JR・宿泊・レンタカー・航空券・
フェリー・高速バス・国内・海外旅行・貸切バス・
グループ旅行など

生活事業のご案内生活事業のご案内

従来の制度
旅行代金の割
引額

クーポン券

代金の３５％
上限１万４千円
代金の１５％
上限６千円

コープカード新規提携店『隠れ里の懐石料理 わらしべ』
お品書き（期間により変更もございます）
先つけ　季節のあしらえ
菜　　　自家農園有機野菜のサラダ
揚物　　今月の揚物
メイン　３種類から１つお選びください
　　　　　肉料理
　　　　　・宮崎牛ハンバーグ
　　　　　・綾豚ヒレカツ
　　　　　魚料理
　　　　　・お造り四種
飯物　　白米　赤出汁　香物
甘味　　クリームブリュレ

■コープカード特典（全員対象）
ワンドリンクサービス（アルコール含）

GoToキャンペーン割引は、申込み日に関わらず、キャンペーン
開始日以降のご旅行に対して「あとから適用」されます。例えば、
年内に春休み旅行を申し込まれた場合、キャンペーン対象期間
になると、旅行代金が割引となります。
再開日は、チラシ作成日（１2/22）では未定です。

＊現在、発表されている内容は事業案になります。正式発表で事業案が変更
となる場合もございます。

4名1室

3名1室

2名1室

小人（4才～）

8,200円
8,500円
9,000円

9,500円
9,800円
10,300円

大人料金の70％　 

平　日 休前日

■～1月30日まで　■お一人様料金

夕食時、１ドリンク（ビール・焼酎・ソフトドリンク）サービス

※幼児０～３才は無料

写真はイメージです写真はイメージです

飫肥城の駐車
場にある四半
的に挑戦して
みました。散々
な結果でした
が、なかなか
楽しいですよ。

鹿児島サンロイヤルホテ
ルの魅力は、客室・展望
風呂から桜島を望むロ
ケーション。ホテルを拠点
に照国神社・平川動物
園・いおワールド・仙巌園
城山など鹿児島観光をお
楽しみください。

入湯税
別日南 ホテル日南北郷リゾート

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00 【バイキング（会席料理の場合あり）】
毎回、格安でドリ
ンクサービスも
ついており、気に
なっていました。
今回の目的が母の
傘寿のお祝いだっ
たため、ホテルへ
サプライズとして
夕食時にお祝いの
フルーツプレート
を相談したところ、
快く引き受けて下
さり、母も大喜び
で夕食担当の方か
らもお祝いの言葉
をいただき、本当
にありがたい時間
を過ごさせていた
だきました。
コロナ対策もしっ
かり行われており、
不安はいっさいあ
りませんでした。

＊＊ご持参いただく物＊＊
客室には、アメニティ類はご
ざいません。バスタオル・歯
ブラシ・パジャマ等をご持参
ください。フェイスタオル（大
浴場で使用）は宿泊者お一
人様に一枚サービス。

１１月より「わらしべ」さんとコープカード提携をスタートしました。宮崎市中心部にあって、７００坪
の広大な庭園の先にある築８０年以上の建物でのお食事は、ちょっとした非日常を感じます。
ご夫婦の特別な日、友人との久しぶりのお食事、また冠婚葬祭から接待会食など
幅広くご利用いただけると思います。
ご利用の際には、お電話にてご予約の上、お出かけください。
電話番号　０９８５-２３-７０１６

大人

小人

＊２名様ご利用の場合、500円追加

5,980円
3,480円

『青島フィッシャーマンズ青島フィッシャーマンズ『青島フィッシャーマンズ
 ビーチサイドホステル＆スパ』ーチサイドホステル＆スパ ビーチサイドホステル＆スパビーチサイドホステル＆スパビーチサイドホステル＆スパ』
『青島フィッシャーマンズ
 ビーチサイドホステル＆スパ』
『青島フィッシャーマンズ
 ビーチサイドホステル＆スパ』
『青島フィッシャーマンズ
 ビーチサイドホステル＆スパ』

素敵な時間を過ごしました
温泉も清潔でとっても良かっ
たです。海の波音と月をそば
で見られることはなかなかな
いですね。子供達もとっても
喜んでいました。部屋も中２
階のロフト風で、探検隊に
なったようでした。イタリア
ンコースは、とっても美味し
くて、スタッフの方の対応も
良かったです。このお値段
で・・・とびっくりでした。
朝も早くから散歩をして、素
敵な時間を過ごしました。

■～2月28日まで

■お一人様料金
食事場所は３施設より選択制
①和食「魚益」
②イタリアン「パラディソ」
③バーベキュー「漁師の牡蠣小屋」
＊予約時に、夕食のご希望のお時間
　をお知らせください。

■料金 １室3名様以上
　１泊２食・温泉付き（税込）

平日（月～金）限定
お好みランチ ２,200円

写真はイメージです写真はイメージです写真はイメージです

他、宮崎牛のランチもございます。

再開後の事業案
旅行代金の割
引額

クーポン券

代金の３０％
上限１万円
定額
平日３千円
休日１千円

➡

要予約
写真はイメージです写真はイメージです写真はイメージです

私たちが
お受けしています。

「ジモ・ミヤ・タビ」キャンペーンは、１月末まで延長となっています。
１月の旅行より「ワクチン・検査パッケージ」が適用されます。

いつも旅行センターをご利用いただきあり
がとうございます。今年も元気に９名でみ
なさんのご旅行のお手伝いをさせていた

だきます。
　１月のご旅行からは国が定める「ワクチン・
検査パッケージ」が適用となっています。ご旅
行の際は接種証明書をお忘れのないようにご
準備お願いします。または携帯電話へ画像の
保存をされておかれると便利かと思います。

■ランチ料金 フレンチレストラン・創作料理レストラン

平　日　 
　 2,200円より
土日祝日 

　 3,300円より

鉄板・創作料理・フレンチレストランの３施設でコープカード
の提示が可能になりました。コープカードを提示していただ
くと、特典としてワンドリンクのサービスがあります。

コープカード
1枚で1グル
ープ全員対象

特典：ワンドリンク（ソフトドリンク）サービス

ガーデンテラス宮崎

コープカードをご提示していただくと、お会計の総額
から10％割引させていただきます。コープカード１枚
で１グループ全員対象です。レジでお会計の際にスタッ
フへご提示下さい。

ご予約・お問い合わせ　0985－65－2911

《メニュー例》
◆選べるランチ
セット

◆至福のあんかけ
焼きそば

◆担々麺　　など

ANAホリディ イン リゾート 宮崎
中国料理  龍王

エースJTB　駅長おすすめの「ゆ」
平日3名様1室・1泊2食付・お一人様料金

17,300円～33,600円
＊宿泊日により料金が変動します。

別府湾と一体になるインフィニ
ティ露天風呂が自慢のホテルで
す。また客室はすべてオーシャン
ビューで、朝早く起きると日の出が
拝めます。早起きして入浴した露
天風呂からの朝陽は最高でした。
夕食は、メインのコース料理を選
び、日替わりでステーキやお寿
司、天ぷらなどを含む、和洋中の
ハーフバイキング付きです。真新
しいホテルで美味しい夕食と眺
めが最高の露天風呂は、きっとい
い思い出になるはずです。

温泉で‘密’にならない
ように、露天、大浴場
のご利用状況が、客
室のテレビモニター
で確認できます。

『混雑状況表示システム』

REX HOTEL 別府

「REX HOTEL 別府」 大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。
　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）
「REX HOTEL 別府」 大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。
　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）
「REX HOTEL 別府」 大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。
　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）

坂本龍馬ゆかりの宿としてよく紹介され
るホテルです。また２時間サスペンスドラ
マにも登場する事があるので、どこかで目
にされているかもしれません。ホテル敷
地裏に隣接する百年杉の庭園は、散策が
出来るようになっていますので、ホテル到
着されたあとに立ち寄ってみてください。

夜になると、ホテルの横にある
‘百年杉’がライトアップされま
す。宴会場・レストランの窓の先
に幻想的な景色が広がります。

霧島 霧 島 ホ テ ル
●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

12,650円
15,950円

14,850円
18,150円

大人料金の70％

■1月4日～2月28日まで
■１泊２食付　お一人様料金
■客室／東館：和室

3名1室

2名1室

小　人

＊４名１室料金は、お問い合わせください。
＊添寝幼児施設使用料（３～６才未満）：１，１００円

平　日 休前日

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

■１月１１日～３月３１日まで ■１泊２食付　おひとり様料金

入湯税
込指宿 指 宿 白 水 館

平　日 休前日

4名1室

3名1室

2名1室

小人
（大人料理）

小人
（ランチ食）

18,850円
19,950円
21,050円
大人の70％
大人の50％

大人の70％
大人の50％

19,950

円

19,950円
21,050円
23,250円

19,950円
21,050円
23,250円

※３名1室の場合（薩摩客殿和洋室）、
　２名1室の場合（花の棟洋室）に
　なります。
※添寝幼児施設使用料（２～５才）
　1,100円です。

『プロが選ぶ特選の宿』
部門で常に上位に選ばれ
ています。特に元禄風呂は、
１０００坪の大浴場に江戸
の風景を再現し、入った瞬
間、圧倒されますよ。一度
は訪れたいホテルです。

【レストラン会席料理】

写真はイメージです写真はイメージです写真はイメージです

写真はイメージです写真はイメージです写真はイメージです

入湯税
別

旅行センター
室屋

旅行センター
室屋

大人：1,100円　
小人：770円

砂蒸し風呂入浴が終わった後は、そのまま
白水館名物「元禄風呂」へそのまま入れます。

館内に「砂蒸し風呂」（有料）があ
ります。全身から心地いい汗が
出た後は、江戸時代のお風呂を
再現された「元禄風呂」でさっぱ
りして、体を癒やしてください。

砂蒸し風呂がホテル内に
あります。
　■入浴料（宿泊者の方）

コープカードを
提示していただ
くとワンドリン
クサービスや割
引特典を受けら
れる提携店があ
ります。
ご利用代金は、
利用割戻しの
対象に含まれま
す。

3名様1室

2名様1室

小人料金

平　日

13,200円
14,300円

13,000円
14,000円

休前日

14,000円
15,000円

大人料金の７０％ 　　

■宿泊プラン　平日利用の場合

＊正式発表で事業案が変更となる場合がございます。　＊「ワクチン・検査パッケージ」が適用される予定です。

旅行代金

5,000　

10,000　

15,000　

20,000　

25,000　

1,500

3,000

4,500

6,000

7,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,000

90%

60%

50%

45%

40%

割引30％ クーポン 割引合計 割引率

15,400円
16,500円

3名1室料金の70％ 　　
3名1室料金の50％ 　　

■1/4～2/28まで（3月は料金ＵＰとなります）
■１泊２食付　和食会席　お一人様料金

■1/4～3/31まで
■１泊２食付　お一人様料金
■夕食　バイキング

錦江湾に面した客室１例

宿泊代金に大人1，100円追加でお部屋食プランへ変更できます。展望温泉から桜島の雄大な景色を望む事ができます

休前日平　日

指宿 ホテル翔月　錦江湾に面した波静なホテルです
●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00 夕食：食事処

鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル
●チェックイン／14:00　●チェックアウト／11:00

新型コロナウイルス対策について

手洗い・うがい・マスク着用
定期検温を実施
お客様との距離を意識した接客

定期的な館内（料飲エリア）の除菌清掃
定期的な館内共用部分の除菌清掃
客室の除菌清掃

提供・配膳方法を工夫
会場の混雑状況の管理と分散化

定期的な館内（料飲エリア）の換気
定期的な館内共用部分の換気
客室ご利用前後の換気

手洗い・うがい・マスク着用
定期検温を実施
お客様との距離を意識した接客

定期的な館内（料飲エリア）の除菌清掃
定期的な館内共用部分の除菌清掃
客室の除菌清掃

提供・配膳方法を工夫
会場の混雑状況の管理と分散化

定期的な館内（料飲エリア）の換気
定期的な館内共用部分の換気
客室ご利用前後の換気

手洗い・うがい・マスク着用
定期検温を実施
お客様との距離を意識した接客

定期的な館内（料飲エリア）の除菌清掃
定期的な館内共用部分の除菌清掃
客室の除菌清掃

提供・配膳方法を工夫
会場の混雑状況の管理と分散化

定期的な館内（料飲エリア）の換気
定期的な館内共用部分の換気
客室ご利用前後の換気

スタッフ対策

除菌対応

食事対応

換気対応

入湯税
別

《宿泊プラン：割引率早見表》 現在発表されているGoToプラベル割引率をもとにしたシミュレーション
■宿泊プラン　休前日利用の場合
旅行代金

5,000　

10,000　

15,000　

20,000　

25,000　

1,500

3,000

4,500

6,000

7,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,500

4,000

5,500

7,000

8,000

50%

40%

36%

35%

32%

割引30％ クーポン 割引合計 割引率

＊対象商品には「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイド
ラインに沿って、ご予約いただくことが必要となります。

○キャンペーン適用の条件（以下のいずれか）
・ワクチンを２回接種済み（２回目の接種から１４日以上経過）
・ＰＣＲ検査等の結果が陰性（確認日：チェックイン日の３日前以内、ただし、高
原定性検査は１日以内が有効）であること
○予防接種済証明書または検査結果通知書は画像や写し等の提示も可能
＊一部の宿泊施設では、原本を求められる場合がございます。
＊ワクチン接種ができない１２歳未満のお子さんは、同居する親等の監護者が同
伴する事を条件に、検査結果の提示・確認は不要です。

日曜日・月曜日宿泊は1,000円割引となります
３名１室 12,000円　２名１室 13,000円

■旅行代金（消費税込み）
（お一人様／1名～2名1室ご利用の場合）

22,900円 ⇒ 7,900円
☆7,900円は、ジモ・ミヤ・タビ割り5,000円と
延岡市助成金10,000円割引適用後の金額です。
＊1名様1室の場合も同料金となります。

40名様限定

お品書き　ふぐ三昧御膳
　前菜三種盛（ふぐ皮ポン酢・他）

◆　てっさ
　◆　てっちり一人鍋
　◆　ふぐ唐揚げ
　◆　ふぐ白子茶わん蒸し
　◆　ふぐ雑炊
　◆　デザート

■期間　～1月30日宿泊分まで
　　　　月曜日を除く、平日設定
■申込　宿泊日の4日前まで
■予算　なくなり次第、終了

ご自宅＝観光しながら、延岡へ＝ホテル＝■味処 国技館
　　　　　　　　　　　　　延岡の冬の幸　ふぐ会席
＝タクシーにて、ホテルへ＝延岡市内《泊》

ホテル＝延岡の名菓・お土産お持ち帰り
　　　　　（お手元のクーポンをご持参し、必ずお立ち寄りください）

＝①

②延岡駅：のべおか観光物産ステーション

1
夕
食

朝
食

2

2カ所のお立ち寄り
後、各自移動 ＝ご自宅へ

■宿泊一例
エンシティホテル延岡
＊空室状況により、他宿泊
　施設をご案内させてい
　ただきます。

キャンペーン利用特典
①延岡市内宿泊補助金：
　大人お1人様｢10,000円｣
②ジモ・ミヤ・タビキャンペーン割引
　｢5,000円｣
③ジモ・ミヤ・タビクーポン
　｢4,000円付き｣
④のべおか産品通販サイト・のべちょる
　｢3,000円クーポン｣
⑤２ヵ所のお土産クーポン付

期間限定　コープ宿泊企画｢行くなら延岡 のべおか～食と名菓探訪～｣

｣


