
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

2月号 Vol.1 2022年1月31日発行

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
宿泊施設の「感染予防策」文章をチケットと
一緒に同封してお届けいたします。

１．目配り・気配り ２．スマートオペレーション ３．館内衛生・消毒

４．お食事処の衛生管理 ５．「３密」の防止 ６．スタッフの安心・安全
　確保

来館時に、宿泊者の体調確認を
されています。

チェックインの手続きを簡素化、
チェックアウト時の「事前精算」
の案内をいたします。

館内各所にアルコール消毒液を設
置しています。定期的に除菌・消毒
を実施されています。

座席の間隔を保ち、ビュッフェ形
式から、個別提供（セットメ
ニュー）に変更となります。

館内各所にてソーシャルディスタ
ンス確保を徹底されています。

毎日始業前に検温及び健康チェッ
クをされています。接客業務の際、
マスクを着用します。

目配り気配り オ シ

旅行センター
武元

コープカード新規提携店『隠れ里の懐石料理 わらしべ』

山鹿のお祭り「灯籠浪漫・百華百彩」をモチーフにした温泉が
　　　　　　　　　　　　目と肌で優美な癒しの時間を感じられます。

館内にある「砂蒸し温泉」の入浴券が付いたお得プラン。ゆっくり堪能ください。

■１/１０－６/３０まで（4/29-5/7除外日）
■１泊２食付　お一人様料金
　　　　　　　　　　平日　　　　　　休前日
４名１室　１２，１００円　１４，３００円
３名１室　１３，２００円　１５，４００円
２名１室　１４，３００円　１６，５００円
小人（大人に準ずる料理）　７０％
小人（お子様ランチ）　　　５０％

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）

＊＊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。

初めてのホテル日南北郷リゾー
トでしたが、まず何よりお食事が
夕食・朝食ともすばらしく、とーっ
てもおいしく満足でした。とても気
持ちよく（お席の間隔もキチンと
されている）食事ができました。
延岡市　Ｈ・Ｙさんのアンケートより

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。

　先日、ホテルを視察してきました。
オーシャンビューの客室、展望大浴
場から目に飛び込んでくる錦江湾、
館内に併設された ‘砂蒸し温泉’ で
指宿を堪能ください。客室も１０畳
あり、また踏込に荷物を置く事がで
き、広く感じます。
　晴れた朝には、キレイな朝日を眺
める事ができますよ。

■～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。

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

■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
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。

■宿泊プラン　平日利用の場合
旅行代金
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割引30％ クーポン 割引合計 割引率

GoToキャンペーン 割引率早見表（宿泊プラン）

『ＰＣＲ検査センター』が県内５カ所に開設されています。
■検査料：県からの要請、検査内容によって料金が変わるようです
　検査には複数の種類がございます。ホームページにてご確認いただ
き、ご希望の検査をお申し込みください。
①宮崎空港店　１階国際線ロビー入口横　８時～２０時
②宮崎駅前店　ＫＩＴＥＮビル１階　９時～２０時
③宮交シティ店　１階バスセンター横　９時～１９時
④都城店　都城市市役所南側　９時～１７時
⑤延岡店　祇園町交差点横　９時～１７時
　お申し込みはホームページからのネット予約が必要です。お支払い
はクレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス決済のみとなり
ます。県民だけでなく、県外の方もご利用できます。

予約の電話、レストランで席に案内された際に代
表の組合員さんがコープカードがある事をお伝え
ください。コープカード１枚で１グループ全員を
コープ料金の対象とさせて頂きます。またレジで
お支払いの際にスタッフの方へコープカードをご
提示ください。
電話番号０９８５－３２－５９３８

宮崎観光ホテル『一木一草』宮崎観光ホテル『一木一草』宮崎観光ホテル『一木一草』宮崎観光ホテル『一木一草』宮崎観光ホテル『一木一草』
☆コープみやざき限定
＊大人の方のみ割引対象となります
■ランチ　通常1,870円
　　　1,590円
■ディナー　通常3,960円
　　　3,366円

☆コープみやざき限定
＊大人の方のみ割引対象となります
■ランチ　通常1,870円
　　　1,590円
■ディナー　通常3,960円
　　　3,366円

☆コープみやざき限定
＊大人の方のみ割引対象となります
■ランチ　通常1,870円
　　　1,590円
■ディナー　通常3,960円
　　　3,366円

霧島 旅行人山荘 湯めぐりパス ᇮ๏
ဇᇨ

チェックイン　15:00
チェックアウト11:00

3,300円3,300円
3,300円
1,320円

大　人大　人大　人

子ども

子ども

（大人料理）

（子ども料理）

温
泉
＋
食
事
＋
休
憩
室

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

＊入浴料（550円）は現地払いとな
　ります。貸切露天風呂の場合は
　「1,100円」となります。

＊入浴料（550円）は現地払いとな
　ります。貸切露天風呂の場合は
　「1,100円」となります。

＊設定のない日もございます。＊設定のない日もございます。＊設定のない日もございます。

温
泉
＋
食
事

鹿に
会えるかも!?

赤松の湯赤松の湯

風呂が人気！大浴場から人気！大浴場か貸切風呂が人気！大浴場から貸切風呂が人気！大浴場から
は錦江湾を眺望できます！
貸切風呂が人気！大浴場から
は錦江湾を眺望できます！
貸切風呂が人気！大浴場から
は錦江湾を眺望できます！

休前日休前日休前日平　日平　日平　日

2～4名
1室

小学生

幼児
（4才～）

������Ӻ
�����Ӻ
�����Ӻ

������Ӻ
�����Ӻ
�����Ӻ

������Ӻ
�����Ӻ
�����Ӻ

������Ӻ
������Ӻ
�����Ӻ

������Ӻ
������Ӻ
�����Ӻ

������Ӻ
������Ӻ
�����Ӻ

■1泊2食付　お一人様料金（お盆期間は除きます）■1泊2食付　お一人様料金（お盆期間は除きます）■1泊2食付　お一人様料金（お盆期間は除きます）

毎日、高温の温泉で殺菌・消毒されています毎日、高温の温泉で殺菌・消毒されています毎日、高温の温泉で殺菌・消毒されています

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

・3,300円の追加で「みやまプラン」へ
　料理アップできます。
・3,300円の追加で「みやまプラン」へ
　料理アップできます。
・3,300円の追加で「みやまプラン」へ
　料理アップできます。

※貸切露天風呂が１ヶ所ご利用できます。（予約可）
※小人料金は1室3名様以上で適用となります。
※添寝幼児施設使用料は３才より1,100円です。

※貸切露天風呂が１ヶ所ご利用できます。（予約可）
※小人料金は1室3名様以上で適用となります。
※添寝幼児施設使用料は３才より1,100円です。

先日、視察をしてきました。スタンダードタイプ和室
が１２．５畳と広めに造られ、窓の外の景色（左）を
見ながら、ゆったりとお過ごしください。温泉は山
鹿のお祭りをモチーフにした和傘と竹燈の幻想
的な空間となっています。
ちょっぴり贅沢な時間が過ごせるホテルです。

先日、視察をしてきました。スタンダードタイプ和室
が１２．５畳と広めに造られ、窓の外の景色（左）を
見ながら、ゆったりとお過ごしください。温泉は山
鹿のお祭りをモチーフにした和傘と竹燈の幻想
的な空間となっています。
ちょっぴり贅沢な時間が過ごせるホテルです。

花房プラン

入湯税
別 ［レストラン食］指宿 指宿海上ホテル チェックイン　15:00

チェックアウト10:00
入湯税
別

泊できなくても温泉気分温宿泊できなくても温泉気分宿泊できなくても温泉気分宿泊できなくても温泉気分宿泊できなくても温泉気分

入湯税
込宮崎 シェラトン・グランデ・オーシャン・リゾート

●チェックイン／14:00　●チェックアウト／11:00

ʋĜʯঔฤʋĜʯঔฤ

「パインテラス」にてバイキング

平　日平　日
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デラックスツインに泊まる
朝食付きプラン
16階以上確約　オーシャンビュー

デラックスツインに泊まる
朝食付きプラン
16階以上確約　オーシャンビュー

デラックスツインに泊まる
朝食付きプラン
16階以上確約　オーシャンビュー

3名1室

2名1室

小　人

3名1室

2名1室

小　人

3名1室

2名1室

小　人

休前日休前日

■～3月31日まで（宿泊日により変動します）　
■朝食付き　■お一人様料金
■～3月31日まで（宿泊日により変動します）　
■朝食付き　■お一人様料金 パインテラス

夕食をパインテラスでご予定
の場合は、事前予約をおす
すめします。宿泊の予約の際、
担当者へお尋ねください。

ღɂ3ఱɁĦʏɿˁʠˋĆʈˁˋʟĆʂĜʏʻˋ˂ʖĜʠħɅ2ཅȱ
ɀȧɘȱȹăɅୣɭɁȞɥɂĂɄȥɄȥɩȰɩȰࣷ௲Ʌɉཅɘ
ɣɄȞɜɈɁȳăɁɜĂȳȽȮȩᆯȩɀھɁྚɦɥૢɜɄȩĂႨ
ຎɅɠȽȩɤ૪࠰ɬȳȮȵɘȱȹĊ

休前日（土曜日・祝日前日）は、クーポン額が１,０００円となります。上記
の表は事業案になります。正式発表で変更となる場合もございます。

現在、GoToキャンペーンは停止中ですが、再開されましたらこ
の紙面『生活事業のご案内』にてご案内させていただきます。

新企画

熊本：玉名温泉 司ロイヤルホテル チェックイン　15:00
チェックアウト10:00

入湯税
別 ［夕食（和食）宴会場］ 熊本：玉名温泉 玉名温泉 尚玄山荘 チェックイン　15:00

チェックアウト10:00
入湯税
別 ［夕食：部屋食］

エースJTB
「駅員おすすめの‘ゆ’」
■1/10～3/31
■1泊2食付　4名様1室お一人様料金

15,200円～18,900円

全１２室の和モダンな旅館。夕食はお部屋でゆっくりといただけます
１３５０坪の日本庭園の中にあった建物を
一から建て直した現代建築の和モダン
な旅館でした。館内も落ち着いた雰囲気
で、ご夫婦、女性同士の旅行に最適の
旅館だと思います。夕食はお部屋食で
ゆっくりお召し上がりいただけます。

１３５０坪の日本庭園の中にあった建物を
一から建て直した現代建築の和モダン
な旅館でした。館内も落ち着いた雰囲気
で、ご夫婦、女性同士の旅行に最適の
旅館だと思います。夕食はお部屋食で
ゆっくりお召し上がりいただけます。

エースJTB
「駅員おすすめの‘ゆ’」
■1/10～3/31
■1泊2食付　4名様1室お一人様料金

12,500円～14,800円

鉄板焼きステーキ　一ッ葉ミヤチク

■組合員さん特典『ミヤチク』
店頭表示価格から『１０％』の割引
特典があります。コープカード１枚
でグループみなさんのお支払が
対象となります。
ご利用の際には、お電話でお問い
合わせをされるとスムーズです。

コープカード提携店『高千穂牧場』 「Fishermans 漁師の牡蠣小屋＆肉小屋」
高千穂牧場「まきばのレストラ
ン」さんに新しくコープカード
提携店となっていただきました。
レストランでお食事された際、
コープカードを提示していただ
くと、１０％の割引特典が受け
られます。霧島方面にお出かけ
の際、昼食でご利用ください。
また割引にはなりませんが、レ
ストラン横のショップでお土産
購入するのも楽しいですね。

事前のご予約は承っ
ておりません。直接お
店へお越しください。
オーダーの際、レジで
お支払いの際に、コー
プカードをご提示くだ
さい。コープカード１枚
でグループ全員が対
象となります。

店頭表示価格より10％割引組合員さん特典「店頭価格より15％割引」
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

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

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

■～3月31日まで（2月は追加料金あり）　■１泊２食付　■お一人様料金

ದाɈ๏ऋᇮ๏ဇᇨĊʋĜʯəɞȰȧঔฤ်ູୱཅʯˁ Ċ̀

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

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）】


