
0985-28-0568
FAX0985-28-0033

営業日/月曜日～日曜日
営業時間 09:30～17:50

10月号 Vol.1 2022年10月3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。

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。コープカード提携店 ◎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。

＊＊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。

３名１室

２名１室

１名１室

12,500円
13,000円
14,000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』
■～10月30日まで
■お１人様料金　１泊２食付

宮 崎 の 秋 の 味 覚『 伊 勢 海 老 』プ ラ ン宮 崎 の 秋 の 味 覚『 伊 勢 海 老 』プ ラ ン宮 崎 の 秋 の 味 覚『 伊 勢 海 老 』プ ラ ン

■～11月30日まで　■１泊２食付　おひとり様料金（１室あたりの人数からお子様の人数を除く）

青島 青 島 サ ン ク マ ー ル

平日

4名1室4名1室4名1室 3名1室3名1室3名1室 2名1室2名1室2名1室

入湯税
別

【レストラン食】●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

伊勢海老会席＜梅＞伊勢海老会席＜梅＞伊勢海老会席＜梅＞

夫が伊勢海老を食べたいとの願いが叶いました。生活事業の案内
に、行こうとしていた青島サンクマールの事が出ており、早速電話
でお願いしました。青島サンクマールは、ずっと以前に利用した事
があり、久しぶりに行きました。ホテルの立地条件がすばらしいで
すネ！広々とした部屋で大海原を望みながらの温泉も気持ちがよ
かったです。料理も新鮮で美味しかったです。

西都市　Ｈ・Ｋさんのアンケートより　

＊平日　小学生　子供会席：８，４００円
＊平日　幼児（３才以上）　　ランチ食：５，１００円
＊添い寝幼児　施設使用料　１，１００円

宿泊日により料金が変動します。詳しくはお問い合わせください。

円
円
円 ＊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

➡客室の様子を
　こちらからご覧
　いただけます

『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 要予約

昼の営業　11：30-14：30
＊予約制
☆「雪」３，５００円（税込）
■お品書き
前菜　季節の彩り７種
造里　地魚の造里２種
焼物　鱸油焼　海老　蓮根煎餅　
　　　牛房チップ
強肴　鱧鍋
蒸物　烏賊しゅうまい
飯物　穴子寿司　冷やしおろし蕎麦
甘味　季節のデザート

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

■～12月28日まで
　（10/8,9，11/17～20は別料金／10/26,27は除外日）　
■１泊朝食付き　■大人お一人様料金

■～12月28日まで
　（10/8,9，11/17～20は別料金／10/26,27は除外日）　
■１泊朝食付き　■大人お一人様料金

パインテラス

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

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。

➡

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

「全国旅行支援」
チラシ作成（9月21日）時現在、キャンペーン開始の正式発表はございませ
んでした。発表がありましたら、お知らせさせていただきます。

旅行割引
40％
☆上限
　交通付：8,000円
　その他：5,000円

クーポン
最大 3,000円
☆付与金額
　平日：3,000円／泊
　休日：1,000円／泊

4名1室

3名1室

2名1室

小人（4才～）

8,700円
9,000円
10,000円

10,200円
10,500円
11,500円

大人料金の70％　 

平　日 休前日

■10/1～12/29まで
■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

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（会席料理の場合あり）】
毎回、格安でドリン
クサービスもついて
おり、気になってい
ました。
今回の目的が母の傘
寿のお祝いだったため、
ホテルへサプライズと
して夕食時にお祝いの
フルーツプレートを相
談したところ、快く引き
受けて下さり、母も大
喜びで夕食担当の方
からもお祝いの言葉を
いただき、本当にあり
がたい時間を過ごさせ
ていただきました。
コロナ対策もしっかり
行われており、不安は
いっさいありませんで
した。

客室の様子
をこちらから
ご覧いただ
けます

■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。

4名1室

3名1室

2名1室

小　人

11,700円
12,700円
12,700円
大人料金の８０％  

九州でもっとも標高が高い温泉郷
　　　　　　　本格グランピング施設もございます
九州でもっとも標高が高い温泉郷
　　　　　　　本格グランピング施設もございます
九州でもっとも標高が高い温泉郷
　　　　　　　本格グランピング施設もございます

えびの高原 ホテル  ピコ ラナイ  えびの高原
●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

■～11月30日まで
■お一人様料金　１泊２食付
■料理：白鳥山コース（和食会席）
■（洋間あり）和室10畳

■～11月30日まで
■お一人様料金　１泊２食付
■料理：白鳥山コース（和食会席）
■（洋間あり）和室10畳

■～11月30日まで
■お一人様料金　１泊２食付
■料理：白鳥山コース（和食会席）
■（洋間あり）和室10畳

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。

温
泉
＋
食
事
＋
大
広
間

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）

温
泉
＋
食
事
＋
大
広
間

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
温
泉
＋
食
事

＊設定の＊設定の赤松ののののの赤松松の湯の湯の湯の湯の湯の湯湯湯

鹿に
会えるかも!?

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。

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

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。

■旅行代金（消費税込み）
（お一人様／1名～2名1室ご利用の場合）

21,900円 ⇒ 6,900円
☆6,900円は、全国旅行支援割5,000円と
延岡市助成金10,000円割引適用後の金額です。
＊1名様1室の場合も同料金となります。

■伊勢海老と鮎塩焼き御膳
≪おしながき≫
・前菜３種盛
・伊勢海老と地獲れ魚の姿造り
・伊勢海老のチーズマヨ焼き（炙り焼き）
・延岡産　鮎の塩焼き
・にぎり寿司
・伊勢海老の味噌汁
・デザート

■期間　～10月30日（日）まで
　　　　月曜日を除く、平日設定
■申込　宿泊日の4日前まで
■予算　なくなり次第、終了
■夕食　11月より‘ふぐ料理’で案内予定です。

ご自宅＝観光しながら、延岡へ＝ホテル＝■味処 国技館
　　　　　　　　　　　　　秋の味覚  伊勢海老料理
＝タクシーにて、ホテルへ＝延岡市内《泊》

ホテル＝延岡の名菓・お土産お持ち帰り
　　　　　（お手元のクーポンをご持参し、必ずお立ち寄りください）

＝①

②延岡駅：のべおか観光物産ステーション

1
夕
食

朝
食

2

2カ所のお立ち寄り
後、各自移動 ＝ご自宅へ

■宿泊一例
エンシティホテル延岡
＊空室状況により、他宿泊
　施設をご案内させてい
　ただきます。

★「全国旅行支援」開始後の場合
＊利用特典内容
①延岡市内宿泊補助金：
　大人お1人様｢10,000円｣
②全国旅行支援割引
　「５，０００円」
③全国旅行支援：共通クーポン
　「３，０００円」付  ＊休日は「１，０００円」
④２カ所のお土産引きかえクーポン
　１か所「５００円」相当

期間限定　コープ宿泊企画｢行くなら延岡 のべおか～食と名菓探訪～｣
こちらの企画は「全国旅行支援」開始後の発売となります。

合

四国へお出かけの際は、お得なフェリープランがあります。コープ限定料金＋船内利用券５００円×２枚（往復）

九州･臼杵港･八幡浜九四オレンジフェリーが組合員料金!!
九州･臼杵港から四国･八幡浜
まで1日7便往復しています！

宮崎

東九州
自動車道
東九州
自動車道

約2時間20分 約2時間30分

オレンジフェリーオレンジフェリー

八幡浜
（愛媛）

臼杵
（大分）

※102便は、7:00まで船内休憩できます。

便名
101便
102便
103便
104便
105便
106便
107便

八幡浜発
01:15発
02:50発
08:40発
12:45発
14:35発
18:45発
21:00発

※

便名
201便
202便
203便
204便
205便
206便
207便

臼杵発
04:45発
07:45発
11:35発
15:40発
17:30発
22:20発
23:55発

愛媛愛媛

臼杵臼杵

八幡浜八幡浜大分

宮崎

2022年10～12月

自動車航送運賃（往復運賃）

3m～
4m未満

4m～
5m未満

〈一般料金〉 〈コープ料金〉

22,990円
27,360円

20,900円
24,800円

さらに、船内利用券1,000円分付！

※お車での往復利用の場合になります。
※復路は7日以内、申し込みは3日前まで。利用条件

※運転者1名分の2等旅客運賃を含みます。

※同伴者の方も割引料金となります。

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。
５

8月30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

『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。

料理はイメージです料理はイメージです

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。

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。

「Fishermans 漁師の牡蠣小屋＆肉小屋」

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」

■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

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

割引率・クーポン枚数は、事業案を掲載しています。
詳しくはお問い合わせください。

旅行センター
武元


