
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

2月号 Vol.2 2022年2月14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』
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）

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 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。

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

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

近畿日本ツーリストが運営するネット予約システム「KNT
メンバーズクラブ」をコープみやざきでも利用できるように
なりました。予約は、組合員さんご本人でしていただきます。

■旅行センターの営業時間外にホテルの空室状況・予約ができるよう
になります。２４時間いつでもお好きな時間に検索できます。
■登録の宿泊施設数も増え、これまでご紹介できなかったホテルの予
約も可能になります。
■ホテルの予約だけでなく、国内旅行・海外旅行のツアーの情報・空室
情報も検索できますので、パンフレットがなくても旅行計画が立てら
れます。

全国のホテル予約が自宅のパソコン・スマホからできるようになります！全国のホテル予約が自宅のパソコン・スマホからできるようになります！

近畿日本ツーリスト『KNTメンバーズ』のご紹介

旅行センター
白潟

旅行センター
白潟

旅行センター
白潟

＊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

登録方法登録方法登録方法登録方法

「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 ➡

旅行センターにホテルの予約をお
願いしていますが、コロナが心配
です。もしキャンセルする場合に
は、いつからキャンセル料が掛か
りますか？

コープ宿泊企画のホテル・旅館は『ご旅
行日の３日前』からキャンセル料が発生い
たします。近畿日本ツーリスト・ＪＴＢなど旅
行センターが提携する旅行代理店の予
約も、基本的にはコープ宿泊企画同様に
３日前から発生しますが、企画内容によっ
てはキャンセル料の発生日が異なります。
お取り消しの相談は、なるべくお早目にお
問い合わせください。

ホテル・旅館のキャンセル料について

旅行センター
武元

・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
・客室スリッパの使い捨
て利用

・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

・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
・客室スリッパの使い捨
て利用

・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

・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
・客室スリッパの使い捨
て利用

・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

・提供・配膳方法
を工夫（個別配
膳等）
・会場の混雑状況
の管理と分散化

・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

・提供・配膳方法
を工夫（個別配
膳等）
・会場の混雑状況
の管理と分散化

・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

・提供・配膳方法
を工夫（個別配
膳等）
・会場の混雑状況
の管理と分散化

主な宿泊施設の
新型コロナウイルス対策について
スタッフ対策 除菌対応

食事対応
換気対応

旅行センターにメールで問
い合わせをしようと思ってい
るのですが、メールアドレス
を教えてもらえますか？

左記のＱＲコードから、連絡
先名（コープみやざき旅行
センター）電話番号・メール
アドレスが登録できます。

左記のＱＲコードからコープ
みやざきの時刻表のページ
が表示されます。航空券の
予約をされる際、旅行計画
を立てられる際にご活用くだ
さい。

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
宮崎出身の女将がおもてなしの
心でみなさんを出迎えてくれます。
天降川のせせらぎで癒やされる
露天風呂付きの離れで、ゆっくり
としたお時間をお過ごしください。

宮崎出身の女将がおもてなしの
心でみなさんを出迎えてくれます。
天降川のせせらぎで癒やされる
露天風呂付きの離れで、ゆっくり
としたお時間をお過ごしください。

宮崎出身の女将がおもてなしの
心でみなさんを出迎えてくれます。
天降川のせせらぎで癒やされる
露天風呂付きの離れで、ゆっくり
としたお時間をお過ごしください。

■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。

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・・・
幹線幹線

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・・・


