
0985-28-0568
FAX0985-28-0033

営業日/月曜日～日曜日
営業時間 09:30～17:50

5月号 Vol.1 2022年5月2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。
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大学オープンキャンパスの
問い合わせが増えています。
ホテル・アクセスの下調べの
お手伝いいたします。

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。

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。

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。

一番嬉しかったのが、一生に一度しかない新婚旅行の
記念にデザートにメッセージ入りプレートを出してもら
えるサービスを提案していただけたことです。夫もとて
も喜んでおりました。「ハッピーハネムーン」入りのデ
ザートはとても美味しかったですし、それに何より綺麗
で快適なお部屋で海を眺めながら、ゆっくりホテルステ
イできたのが良かったです。夫は松泉宮の温泉も素敵
だったと言っていました。次回の記念の旅行も‘くらしの
積立’を使って、頑張ってためて計画したいと思います。
またぜひよろしくお願いします。

都城市　Ｓ・Ａさんのアンケートより　

コロナ禍による影響で航空会社より減便発表があった際、
旅行センターに対象となった方々のリストが届きます。リス
トをもとに対象となった方へ連絡をさせていただき、便変
更やお取り消し（キャンセル料は掛かりません）等の対応
をさせていただきます。減便発表のタイミングは、出発日
の１ヶ月～２週間前前までには行われるようです。

旅行センターの伊豆さんが、ご家族で宿泊された時の話をして下
さり、「牡蠣小屋」でのことを熱弁されて、いろいろ食べ方まで教え
てくれて、それを聞いたらもう行きたくてたまらなくなり、すぐに予約
しました。生まれてから初めてかなー、こんなにカキをたくさん思
う存分食べたのは・・・もう満足でした。「焼きおにぎり」これもおい
しかったです。海から朝陽がのぼるのが見えて、とっても幸せな気
持ちになりました。

宮崎市　Ａ・Ｍさんのアンケートより　

＊＊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

海鮮コース

肉コース

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）

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

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

旅行センターがすべて対応します！

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。

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

『ハッピーハネムーン』入りのデザート
はとても美味しかったです。
『ハッピーハネムーン』入りのデザート
はとても美味しかったです。
『ハッピーハネムーン』入りのデザート
はとても美味しかったです。

とっても幸せな気持ちになりました。

➡

客室の様子は
コチラ

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

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

）

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

旅行センター 
内倉

旅行センター 
内倉

旅行センター 
内倉

同じ高校３年生の子供さんがいらっしゃるお母
様から「受験の時は生協がいいらしいよ。」と聞
き、今回は生協さんに電話をしました。初めの
電話の応対の時から、受験する大学に近くて便
利なところ、試験に合わせて前日入りをすすめ
られたり、初めてのことで不安な事が次々に解
決され、安心して任せられました。キャンセル締
切日にも「志望校に変更はありませんか？」とお
電話をいただき、届いたチケットや書類もホテ
ルのアクセルなど手書きのアドバイスや地図や
ら、本当に親切にしていただき感謝します。

来年２月の受験本番のホ
テル予約も承っております。
早い方は、例年ＧＷから夏
休み前に第一志望校・第
二志望校を仮予約されま
す。受験の際、近くのホテ
ルを予約する事も大切な
ことです。まだ早いかな、と
思わずに遠慮なくお問い
合わせください。

料金等、詳しいことは
お問い合わせの際、お
たずねください。

ネット予約時代ですが、電話で
お話しして、確実に予約できる
ことに、とても安心しています。

オープンキャンパスのための手配もセットプラン（往復航空券＋ホテル）で予約できます。

宮崎空港 ～ 伊丹空港 フリー 自由行動 ～ ホテルへ

ホテル出発 ～ オープンキャンパス参加 ～ ホテルへ

ホテル出発 ～ 観光・ショッピング（出発まで自由行動）　
お土産購入 ～ 伊丹空港 ～ 宮崎空港　お疲れ様でした。

１日目

２日目

３日目

九州内のオープンキャンパスに参加の場合は、
近畿日本ツーリストさんやＪＴＢさんの

宿泊コンピュータでホテルをお探しします。

九州内のオープンキャンパスに参加の場合は、
近畿日本ツーリストさんやＪＴＢさんの

宿泊コンピュータでホテルをお探しします。

九州内のオープンキャンパスに参加の場合は、
近畿日本ツーリストさんやＪＴＢさんの

宿泊コンピュータでホテルをお探しします。
サンライフホテル２・３号館 ルートイン熊本駅前

熊本駅より徒歩３分。
大浴場もあります。

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・Ｊ
ＴＢ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

ホテルへのご要望がありま
したらお知らせください。

例えば・・・
■アレルギーや苦手な食べ物がある
■車椅子ご利用の方がいる
■還暦のお祝いでちゃんちゃんこを借りたい
■誕生日のお祝いでケーキを用意してほしい
■エレベーター近くの部屋を取ってほしい

　上記のこと以外にも遠慮なくご要望をお知らせく
ださい。ご希望を施設の方へ連絡いたします。
＊但し、状況により、ご要望に添えない場合もござ
います。

宿泊プランを申込みの方へ

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

■5/5～6/30まで（5/2～5/4追加料金あり）　■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

休前日

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／14:00　●チェックアウト／10:00 【バイキングorコース料理】

●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（スタンダード）

■3名1室（スタンダード）

■2名1室（エコノミー）

＊宿泊日により料金変動あり

21,300円より
23,500円より
21,300円

■～9/30まで　１泊２食付　お一人様料金

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

航空券を予約していて、チケットも届いています。減便で
欠航になった場合は、どうしたらいいですか？

＊台風による欠航の際にも旅行センターで対応させていただきます。
台風の影響により欠航が発表された便については、空港のカウン
ターに並ばずに、事前にお電話で手続きさせていただきます。

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。

旅行センター
金丸

旅行センター
伊豆

旅行センター
伊豆

客室の様子はこちらへ

■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。


