
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.2 2022年3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

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

換気対応

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

組合員さんが、自由にコープみやざきに積み立て、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
み立てです。お店では、電子マネーのように、コープカー
ドでチャージができ、ご利用できます。

■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

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・・・
線線

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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・・・

◎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。

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スマホからの場合

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。

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

感染予防に十分注意して、
ご旅行にお出かけください。

現在、GoToトラベルは一時停止中です。
事業開始日が分かりましたら、「生活事
業のご案内」にてお知らせいたします。

左のＱＲコードを読み込んでいただくと、デ
ラックスタイプの客室をご覧いただけます。
＊予約画面ではありません

＊＊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。

6,480円
3,980円

■期間　～4月30日まで

■１泊２食付き
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）

　大人

　子供

チェックイン 15：00　チェックアウト 10：00
『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』『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』 新型コロナウイルス対策について

温泉は「天然美肌アルカリ温泉 神話の湯」

２名様の場合、500円追加

スタッフ対策

除菌対応

食事対応

入湯税
込

●チェックイン／14:00　●チェックアウト／11:00

宮崎シェラトン・グランデ・オーシャン・リゾート

パインテラス

種類豊富な
和洋バイキングレストラン

■シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
≪リゾート内全施設共通の新型コロナウイルス感染防止策について≫
・全スタッフの方にマスクの着用が義務付けされています。
・各施設の玄関やロビー、レストラン、各フロアのエレベーターホール
などにアルコール消毒液の設置個所を増やしています。
・飛沫飛散防止策として、フロントカウンターなど対面での接客を行う
場所にはアクリルボードまたはビニールシートを設置されています。
・ご精算時の金銭その他の授受はキャッシュトレイを使用されます。
・フロントなど順番待ちが発生する場所や、エレベーター内などに適
切な間隔を保つための目安を表記されています。
・レストランやバーではテーブルやイスの数を調整し、適切な間隔を
確保されています。

【バイキング】

入湯税
別

●チェックイン／14:00　●チェックアウト／10:00

日南 ホテル日南北郷リゾート
【レストラン食】●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

日南 南郷プリンスホテル

4名1室

3名1室

2名1室

小人（4才～）

３名１室

２名１室

小人

8,200円
8,500円
9,000円

9,500円
9,800円
10,300円

大人料金の70％　 

11,000円
13,200円
大人料金の80％

平　日 休前日

■3/1～3/31まで　■１泊２食付　■お一人様料金

■期間限定　3/7～4/28まで
■１泊２食付
■大人お１人様料金
■平日料金(土曜日は別料金）

＊3/27～3/31は、2,200円引き
＊3/12,19,20,26は、1,650円の追加
＊4/2,4/9,4/16,4/23は、550円の追加

※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

まだ気軽に旅行に行けないかもしれませ
んが、ご希望の方面のパンフレットをお届
けさせていただきます。旅行会社が作成す
るパンフレットも少なくなりましたので、
もっと詳しくお知りになりたい場合は、右
の近畿日本ツーリストのホームページもご
覧になってください。

雲ひとつない晴れ雲ひとつない晴れ
た日にぜひ行ってた日にぜひ行って
頂きたいスポット頂きたいスポット

運玉も入れたいとこ運玉も入れたいとこ
ろですが、参道の左ろですが、参道の左
側にある‘稲荷神社’側にある‘稲荷神社’
も門をくぐり、ふり返るも門をくぐり、ふり返る
と、門の朱色と空・海と、門の朱色と空・海
の青色が映え、思わの青色が映え、思わ
ず写真を撮りたくなず写真を撮りたくな
る風景でした。る風景でした。

高台に７体並ぶモア高台に７体並ぶモア
イ像が、かなり存在イ像が、かなり存在
感があります。雲一感があります。雲一
つない快晴の日に行つない快晴の日に行
きましたが、海と空のきましたが、海と空の
‘青色’をバックにする‘青色’をバックにする
と、日本じゃないようと、日本じゃないよう
な写真が撮れました。な写真が撮れました。

■宿泊特典
夕食時、ワン
ドリンクサー
ビスさせてい
ただきます。

旅行計画の参考に、パンフレットだけでもご覧になりませんか？

旅行センター
武元

デラックスルーム（16階以上）宿泊プラン
朝食付プラン　オーシャンビュー確約
デラックスルーム（16階以上）宿泊プラン
朝食付プラン　オーシャンビュー確約

➡
左のＱＲコードを読み込ん
でいただくと、客室をご覧
いただけます。
＊予約画面ではありません

平　日平　日

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

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

壷風呂（女性風呂）壷風呂（女性風呂）壷風呂（女性風呂）

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

■～6月30日まで（GW期間除く）　■１泊２食付　おひとり様料金

※1室1名の場合は1,100円の追加
※洋室の場合、小人は大人の添い寝となります
※1室1名の場合は1,100円の追加
※洋室の場合、小人は大人の添い寝となります
※1室1名の場合は1,100円の追加
※洋室の場合、小人は大人の添い寝となります

ルートイングランティアあおしま太陽閣

10,000円
4,050円

11,000円11,000円11,000円
4,050円4,050円4,050円

夕食は飲み放題付き！（アルコール含みます）ール含みます）夕食は飲み放題付き！（アルコール含みます）夕食は飲み放題付き！（アルコール含みます）夕食は飲み放題付き！（アルコール含みます）夕食は飲み放題付き！（アルコール含みます）

営業14:00～23:00営業14:00～23:00

女性専用です。安心して
ゆったりとご利用下さい！
女性専用です。安心して
ゆったりとご利用下さい！
女性専用です。安心して
ゆったりとご利用下さい！

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

女
性
に
人
気
の

　
　
　
　

岩
盤
浴

女
性
に
人
気
の

　
　
　
　

岩
盤
浴

入湯税込

青島

小人

大人

＊和室2名様でご利用の場合
平　日 休前日

■夕食について
現在、３種類のコースからお選びい
ただく和食御膳での対応となります。
バイキングの提供はお休みの日が多
いとの事です。

客室の様子は
こちらへ

■4/1～6/30まで（GW期間除く）　１泊朝食付き　大人お一人様料金■4/1～6/30まで（GW期間除く）　１泊朝食付き　大人お一人様料金■4/1～6/30まで（GW期間除く）　１泊朝食付き　大人お一人様料金

旅行センター 室屋旅行センター 室屋

１日室数限定プラン　特典：館内利用券１室あたり３，０００円つき

ホテルの前はプライベートビーチに
なっており、全室オーシャンビューの
非日常の景色が広がります。

１日あたり
３～５部屋限定


