
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
営業時間 09:30～17:50

3月号 Vol.1 2022年2月28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

『隠れ里の懐石料理 わらしべ』

■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）
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

平日（月～金）限定
お好みランチ ２,200円より

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

■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
られる提携店がございます。利用代金は、利用割戻しの対象となります。

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2,200円
　　　1,870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2,200円
　　　1,870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2,200円
　　　1,870円
■ディナー　通常3,960円
　　　3,366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。

「Fishermans 漁師の牡蠣小屋＆肉小屋」

コープカード提携店

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。

組合員さん特典「店頭価格より5％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

■選べるランチセット
1,485円（税込）
＊＊セット内容＊＊
メインのお料理１品
小皿料理２品・スープ
白飯・ザーサイ
デザート・コーヒー

ANAホリディ イン リゾート 宮崎

中国料理  龍王　 木曜日定休

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
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 「パインテラス」にてバイキング

平　日平　日

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

■3/1～3/31まで　
■朝食付き　■お一人様料金
■3/1～3/31まで　
■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。

組合員さんが、あらかじめコープみやざきに一定の金額を
積み立て、必要に応じて商品代金等の支払いにあてるこ
とを目的とした積み立てで、商品代金の支払いにあてる
必要がなくなった場合は、払い戻される制度です。■積立方法は？

旅行代金を‘くらしの積立’からお支払いいただくことができます。
くらしの積立
とは？

「くらしの積立」からお支払いされる場合は、代金の支払い
の際に「くらしの積立で払います。」とおっしゃってください。

①共同購入注文書で注文できます。

②お店でも積み立てできます。

（例）くらしの積立（500円を申し込む場合）
注文用紙の中央上部の積立額欄に"５"と記入します。

レジでのお支払の際に、「○○円くらしの積立に」と申しつけくだ
さい。

旅行センター
富永

５

24,200円 27,500円

妙見温泉　日本秘湯を守る会会員の宿妙見温泉　日本秘湯を守る会会員の宿妙見温泉　日本秘湯を守る会会員の宿

おりはし旅館おりはし旅館おりはし旅館おりはし旅館
■料　金：２名１室　１泊２食付
■夕朝食：食事処
■税込料金　入湯税別

平　日

＊3名～6名の場合は、▲1,100円

休前日
大人

高齢の母とコープ旅行案内に掲載されてい
た「おりはし旅館」への旅でした。霧島神宮に
寄って、１５時のチェックインから翌朝ホテ
ルを出るまで、とてもぜいたくな時間が過ご
せました。旅館の女将さんも宮崎出身の方で、
とても感じがよく、食べきれないほどの美味
しい料理と、かけ流しのぜいたくなお風呂、
金木犀の香りに包まれた幸せな時間でした。

ＱＲコードからおりはし旅館
の客室ページが開きます。
＊予約はできません。

ご夫婦や母娘でゆっくり語らいたいとき、また還暦や古希
のお祝いごとの宿としてご利用いただいています。
ご夫婦や母娘でゆっくり語らいたいとき、また還暦や古希
のお祝いごとの宿としてご利用いただいています。
ご夫婦や母娘でゆっくり語らいたいとき、また還暦や古希
のお祝いごとの宿としてご利用いただいています。

宮崎市外に住んでいるので、旅行センターまで行けないのですが、
チケットの受け取りや支払いはどのような方法がありますか？

『ゆうパケット』は、送料無料でお届けしています！

旅行センター 室屋旅行センター 室屋

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％　　　 

■チェックイン／15:00　■チェックアウト／10:00

日南 ホテル日南北郷リゾート（旧ジェイズ日南リゾート）

平　日 休前日

■3/1～3/31まで　
■１泊２食付　■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

入湯税別 レストラン食

写真はイメージです写真はイメージです

≪ホテル日南北郷リゾートの
感染防止対策≫

■宿泊
　フロントに飛散防止板、ア
ルコール消毒液を設置してお
ります。またスタッフの方は、
マスクを着用されています。
■レストラン
　レストランではテーブルの
間隔を広げています。バイキ
ング形式からセットメニュー
へ変更させていただく場合
がございます。

写真はイメージです。季節により内容が変更になる場合がございます。

航空券航空券航空券
宿泊宿泊宿泊 ＪＲＪＲＪＲ

高速バス高速バス高速バス

カーフェリーカーフェリーカーフェリー

新幹線新幹線

テーマパーク・観劇
チケット

テーマパーク・観劇
チケット

テーマパーク・観劇
チケット海外旅行海外旅行海外旅行

レンタカーレンタカーレンタカー
他社ツアー他社ツアー他社ツアー

旅行センター
内倉

旅行センターで予約できるのは・・・旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーでででででででででででででででででででででででででででででででででででででで予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約でででででででででででででででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるのののののののののののののののののののののののののののののののののののののははははははははははははははははははははははははははははははははははは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行センターで予約できるのは・・・旅行センターで予約できるのは・・・

＊＊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。

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。

■～3月31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）

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／11:00

霧島 ラビスタ霧島ヒルズ 全室天然露天風呂付き。
＊別棟でペットと泊まれる客室あります

■4名1室

■3名1室

■2名1室

＊宿泊日により料金が変動します

22,000円より
22,000円より
22,000円より

■～3/31まで　１泊２食付　お一人様料金

愛犬とお泊りできる施設です
初めて犬も一緒の旅行だったのですが、ドッグ
ランとかもあり、楽しい時を過ごせました。孫もと
ても喜んでいました。客室の温泉に何度も入る
事ができ、ゆっくりできました。施設の対応もと
てもよかったです。　　　宮崎市　Ｍ・Ｔさん

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

高千穂牧場
ふれあいランド
高千穂牧場
ふれあいランド
高千穂牧場
ふれあいランド

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

■～3月31日まで
■１泊２食付　おひとり様料金

霧島 ホテル霧島キャッスル
【バイキング食】

入湯税
別

4名1室

3名1室

2名1室

小学生

3才～6才（小学校前）

1才～2才

8,000円
9,000円
10,000円

大人料金の70％
大人料金の50％

施設使用料1,320円（ホテル払い）

10,000円
11,000円
12,000円

平　日 休前日

お部屋はひろびろ和洋室お部屋はひろびろ和洋室お部屋はひろびろ和洋室

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

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

私達も７０才を過ぎ、一度孫たちと旅行をしたいと思い、大阪２人、岡山２人、宮崎２人の孫
を連れて、じじ・ばばとの想い出作りに計画しました。ホテルは子供連れが多く、ロビーで
いろんなゲームやビンゴ大会も盛況でにぎやかでした。バイキング料理も大好きな料理に
大喜び。次の日は高千穂牧場で羊やヤギとのふれあい等、いろいろ楽しい事ばかりでした。

夏休みプランをご利用いただいた組合員さんからのアンケートより

1月27日からソラシドエアの一斉発売が始まっています

これまで年に２回（８月・
１月）一斉に発売されて
いた格安航空券の発売
方法が変わりました。

ソラシドエアは年２回の発売ですが、全
日空は搭乗日の「３５５日前」、日本口
腔は「３３０日前」より発売となり、１年近
く前より予約が可能となりました。ご予定
がある方は、料金のお問い合わせだけ
でもお電話ください。

■航空各社の発売方法
◎全日空
　搭乗予定日の３５５日前発売
◎日本航空
　搭乗予定日の３３０日前発売
◎ソラシドエア
　年２回：８月末と１月末に発売
＊変更となる場合もございますので、
予定がお決まりになりましたら、一
度お問い合わせください。

旅行センター　富永

■ミラノランチ　１，４８５円
★４品の料理の中からメインを１品選べます。
＊他に前菜盛り合わせ・スープ・ライス or パン、
　デザート・コーヒーが付きます。

シャトー・コンテンポラリー・フォレストシャトー・コンテンポラリー・フォレストシャトー・コンテンポラリー・フォレストシャトー・コンテンポラリー・フォレストシャトー・コンテンポラリー・フォレスト

コープカードを提示いただくと、店頭表示
価格より5％の割引特典がございます。

予約の電話・レストランで席に通され
た際に、コープカードがあることをス
タッフの方にお伝えください。コープ
カード１枚で１グループ全員をコープ
料金でご案内させていただきます。

◎コープカード１枚で１グループ全員が対象となります。
◎臨時休業される店舗もございますので、ご利用の際には事前にお問い
　合わせください。

『KNTメンバーズ』『KNTメンバーズ』 ＊登録の際のお願い
会員登録では、生協に登録の「組合員さん名」「登録住
所」を入力ください。ご利用いただいた際、利用割戻しの
組合員さん確認をお名前・住所で行います。

右記のQRコードを
読み取り、Web入
会画面へお進みく
ださい。それ以降
は、パソコンの入力
時と同じになります。

②スマートホンからの場合

「KNTメンバーズクラブ」で検索いただき、入会画面
へお進みください。空メールを送信いただくと、正式な
登録画面のアドレスが記載されたメールが届きます。
会員情報を入力される際、必ず下記の店舗番号・担
当コードを入力お願いします。この入力を行っていた
だくことで生協からの予約と判別されます。

①パソコンからの場合
ＫＮＴメンバースクラブ

３１２３
店舗番号（４桁）

５０００００
担当コード（６桁）

検索 ➡

全国のホテル予約、国内外の
ツアー検索がスマホでできます。

コープカード提携店『高千穂牧場』 
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。

店頭表示価格より10％割引

お問い合わせ先　０９８６－３３－２１０２
＊毎月、休業日がございます。

ＱＲコードよりホームページ
が表示されます。客室な
どご覧ください。

ＱＲコードからホテルの
客室ページが開きます。
＊予約はできません。


