
0985-28-0568
FAX0985-28-0033

営業日/月曜日～日曜日
営業時間 09:30～17:50

4月号 Vol.2 2022年4月18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

ＦＡＸ・メールでの受付け・お問い合わせもいたします。右のＱＲコードで
登録いただくと、メールアドレスの入力が省けます。

おりはし旅館

3,850円3,850円3,850円
■料金　大人（お一人様料金）■料金　大人（お一人様料金）■料金　大人（お一人様料金）

＊本館１階　食事処
＊２名様以上での予約となります。
＊本館１階　食事処
＊２名様以上での予約となります。
＊本館１階　食事処
＊２名様以上での予約となります。

＊料金を追加して料理内容をグレードＵＰすることもできます。＊料金を追加して料理内容をグレードＵＰすることもできます。＊料金を追加して料理内容をグレードＵＰすることもできます。
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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

旅行人山荘

（大人料理）

（子ども料理）

（大人料理）

（子ども料理）

（大人料理）

（子ども料理）
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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

＊設定のない日もございます。＊設定のない日もございます。赤松の湯

旅行人山
温
泉
＋
食
事

＊ の＊設定の赤松ののののの赤松の松のののの湯湯湯湯湯湯湯

鹿に
会えるかも!?

【バイキング】

入湯税
別

●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

4名1室

3名1室

2名1室

小人（4才～）

8,200円
8,500円
9,500円

9,700円
10,000円
11,000円

大人料金の70％　 

平　日 休前日

■～6月30日まで（GW除く）　■１泊２食付　■お一人様料金

※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

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

運玉も入れたいと運玉も入れたいと
ころですが、参道ころですが、参道
の左側にある‘稲の左側にある‘稲
荷神社’も門をくぐ荷神社’も門をくぐ
り、ふり返ると、門り、ふり返ると、門
の朱色と空・海のの朱色と空・海の
青色が映え、思わ青色が映え、思わ
ず写真を撮りたくず写真を撮りたく
なる風景でした。なる風景でした。

自然の造形岩‘ラ自然の造形岩‘ラ
イオン岩’を見てきイオン岩’を見てき
ました。ある角度ました。ある角度
から見ると、海のから見ると、海の
中にライオンがい中にライオンがい
ました！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。

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1,000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1,000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1,000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）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）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
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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

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

■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

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。

＊＊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

6,480円
3,980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』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』
■～6月30日まで（GW時間除く）

■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）

ダイナミックパッケージ いつでも最新価格の予約スタイル
例えば、宮崎から２名出発、東京のお子さんと合流してホテルに
泊まる場合。
■7月11日（月）～7月13日（水）
■宮崎発：２名　ソラシドエア利用
■ホテル：品川プリンス３名１室２泊
■旅行代金　96，2００円（申込み日で変動します）
　　　内訳　パック利用の方　40，6００円
　　　　　　ホテルのみの方 14，6００円

＊料金
4/2調べ

１日目

２日目
３日目

朝食
朝食

宮崎７：３５発　⇒　羽田９：１０着
品川プリンス３名１室

ホテルチェックアウト
羽田１９：１５発　⇒　宮崎２１：００着

品川プリンス３名１室

４月より航空券・ＪＲとホテルの
パック商品がすべてダイナミック
プライシング（価格変動型）商品
になります。調べた時がいつでも
最新価格（最安値）になります。

申込みは出発日の約１年先の帰着分まで可能
になり、出発日の前日まで予約が可能となり
ました。航空便は出発日から最大１４日間ま
で延長が可能！宿泊は１泊から１３泊、最大
１４日間までの利用が可能です。

１年前から
予約できます。
１年前から
予約できます。
１年前から
予約できます。

旅行センター
川越

旅行センター
川越

空きがあれば、直前
の予約でも利用でき
るのが「日帰り温泉
プラン」の魅力の１つ
です。お問い合わせ
お待ちしております。

日帰りプランの利用時間は、「１１時～１５時」
の間に温泉と食事をご利用いただけます。
休憩室が利用できて、客室を利用する施設、
小宴会場、大広間で休憩する施設もありま
すので、詳しくはお問い合わせください。

お 旅館旅行 山荘
宿泊でなくても、気軽に出かけられる『日帰り温泉プラン』もございます宿泊でなくても、気軽に出かけられる『日帰り温泉プラン』もございます

旅行センター
金丸

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。

コープカード提携店

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。季節により内容が変更になる場合がございます。

◎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。

『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

他、宮崎牛のランチもございます。

要予約

＊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。

ジモ・ミヤ・タビ（県民割キャンペーン　４月２８日宿泊まで）
■宿泊旅行・・・割引について
旅行代金（１人税込10,000円以上）の旅行商品
　・・・１泊につき、『１人5,000円割引』/大人・子供区別なし
旅行代金（１人税込10,000円未満）の旅行商品
　・・・１泊につき、『１人代金の50％分を割引』/大人・子供区別なし
■ジモ・ミヤ・タビ クーポン（コープ各店で利用できます）
県内のお土産品・飲食店・公共交通機関等で利用できます
　◎【平　日】（日～金）宿泊の場合・・・１人１泊あたり、1,000円
　◎【休前日】（土・祝前日）宿泊の場合・・・１人１泊あたり、2,000円
　　＊平日宿泊の場合、利用額に応じ、最大3，０００円分まで追加付与あり

３名１室

２名１室

小　人

未就学児（4～6才）食事＋布団付　4,950円

平　日

13,500円
14,000円

休前日

15,500円
16,000円

大人料金の80％　　　

■～6月30日まで（ＧＷ除く）
■１泊２食付　お１人様料金
■和室８畳トイレ付き（風呂無）の場合

先日、旅行センター全員で施
設の見学を行いました。質問
などございましたら、遠慮なく
お問い合わせください。

日南 天然温泉 ひなたの宿 日南宮崎（旧かんぼの宿 日南）
アルコール・ソフトドリンクを含む「飲み放題付きプラン」！

３名１室

２名１室

11,000円
12,000円

■～6月30日まで（ＧＷ除く）
■１泊２食付　お一人様料金

＊休前日は１，０００円追加

マンダリン  北京ダックコース
＊北京ダックコースは「5月31日」までとなります。

中華オーダーバイキング＋飲み放題付き
17：30～21：00（＊時間制限120分）

宮崎 ホテルメリージュ 『ジモミヤたび』青島 青島グランドホテル
●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

太平洋を望む絶景の屋
上露天風呂、大浴場とも
珍しい‘畳敷き’の温泉で
す。ホテルの目の前に青
島海岸、青島神社やボタ
ニックガーデン（植物園）
など朝夕の散策にぴった
りのロケーションです。宮
崎市内からも近く、金曜日
に平日料金でお得にご利
用いただけますよ。

■期間 ～7月31日まで（ＧＷ除く）
■１泊２食付　お一人様料金
■２名１室以上

10,000円平　日

休前日 12,000円

展望露天風呂は、天気がいい日は、
シーガイアまで見渡せますよ。

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

14,850円
15,950円
10,395円

17,050円
18,150円
11,935円

■～6月30日まで（4/28～5/7除く）
■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

■～6月30日まで（5/2～5/4除く） ■１泊２食付　おひとり様料金

入湯税
込指宿 指 宿 白 水 館

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、１００
０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】
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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）

●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

人吉 清流山水花　あ ゆ の 里 入湯税
別

【部屋食（夕食）】

休前日

■6月30日まで（GW除く）　■１泊２食付

5名1室

4名1室

3名1室

2名1室

17,600円
18,700円
20,900円
23,100円

19,800円
20,900円
24,750円
26,400円

平　日

人吉に海軍基地があった
ことをご存じの方はいらっ
しゃいますか？人吉海軍航
空基地資料館となり、入
場できるようになっていま
す。また日本で唯一‘幸福’
が入る「おかどめ幸福駅」
もひそかに人気です。

「県民割キャンペーン」をご利用いただく場合、「ワクチン・検査パッ
ケージ」が適用されます。今後県外への割引を適用したご旅行に
は、ワクチン３回接種が条件で検討されています。

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
➡

➡客室の様子はコチラへ

客室の様子は
コチラ

平　日 休前日

3,300円3,300円3,300円
3,300円
1,320円
3,300円
1,320円
3,300円
1,320円

大　人大　人大　人

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
＊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。

平日（月～金）限定
お好みランチ ２,200円より
平日（月～金）限定
お好みランチ ２,200円より
平日（月～金）限定
お好みランチ ２,200円より
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除く）
料金


