
0985-28-0568
FAX0985-28-0033

営業日/月曜日～日曜日
営業時間 09:30～17:50

1月号 Vol.1 2023年1月9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。

新船フェリーに乗りたくて計画しました
今回の旅は主
人と私と孫の女
の子（小４）男の
子（小２）の４人
で新船フェリー
に乗りたくて計画しました。孫２人も
フェリーの中でうれしくてはしゃぎま
わっていました。次の日はＵＳＪへ行き、
遊びました。人はすごく多かったです
よ。お土産とか買い疲れたけど楽し
かったです。帰りもフェリーに乗って
宮崎に着き、楽しい旅でした。
宮崎市　Ｎ・Ｙさんのアンケートより

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月31日まで
　＊2月は追加料金があります　
■１泊朝食付き　■大人お一人様料金

■～3月31日まで
　＊2月は追加料金があります　
■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。

➡

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。

■アクセス
住所：宮崎市新別府町江口」963
電話：0985ー82ー9878

ココ

すき家

新規提携店のお知らせ
『BRICK STEAK HOUSE』 ★★お肉はいつだってご馳走だ★★

■組合員さん特典
店頭表示価格から「５％」の割引特典があり
ます。コープカードをご提示いただくと、特
典が受けられます。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。

茶色基調の落ち着いた雰囲気のレストラ
ンです。ステーキやハンバーグをお手頃
な価格でいただけます。最後の仕上げに
は、スタッフの方がソースをかけながら、
ジュワジュワと美味しく仕上げてくれます
よ。下記のＱＲコードからメニューがご覧
になれます。

右記のＱＲ
コードより
メニューが
ご覧になれ
ます

➡
キング

善
仁
会
病
院

イ
オ
ン
宮
崎

往復「新船」運航中往復「新船」運航中

出発７日前
までの予約

15,000円

日帰りプラン
■利用客室
　新船　ドミトリー
　現船　２等寝台
■旅行代金
　大人・小人同額

現地の宿泊手配、なんばグランド花月や
テーマパークチケットの手配等も承ります

◆運航ダイヤ
　　　宮崎港発 ⇒ 神戸港着
毎　日　　　　　　翌
　　　神戸港発 ⇒ 宮崎港着
月～土　　　　　　翌
　日　　　　　　　翌

19:10

19:10
18:00

7:30

8:40
8:40

コープみやざき　フェリープラン企画

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

■アラン・ミリア
高級ワインのように、フルーツの品種・産地
・生産者・製造にこだわった「アラン・ミリ
ア」は、フランスの５つ星・４つ星ホテルの
半数以上、約１，３００点で使用されている
ノンアルコールワインです。
■住所　宮崎県都城市中町17街区2号
■電話　0986-45-1214

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4,400円
　　　3,740円
＊10月より料金改定予定

☆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4,400円
　　　3,740円
＊10月より料金改定予定

☆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4,400円
　　　3,740円
＊10月より料金改定予定

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。

0985-28-2914

0985-31-8929

0985-89-2989

0985-62-1129

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
＋
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事
＋
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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湯湯

鹿に
会えるかも!?

日帰りプランで「おりはし旅館」に行きま
した。泊まるのは少し高いので、日帰りで
ランチも食べれて、値段も安くて、温泉も
よくて大満足です。宿の女将さんが宮
崎出身で、応対もよくて料理も美味しく、
一緒に行った友達も喜んでました。
都城市　Ｔ・Ｙさんのアンケートより　

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

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。

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。

別府湾と一体になるインフィニ
ティ露天風呂が自慢のホテルで
す。また客室はすべてオーシャン
ビューで、朝早く起きると日の出が
拝めます。早起きして入浴した露
天風呂からの朝陽は最高でした。
夕食は、メインのコース料理を選
び、日替わりでステーキやお寿司、
天ぷらなどを含む、和洋中のハー
フバイキング付きです。真新しい
ホテルで美味しい夕食と眺めが
最高の露天風呂は、きっといい思
い出になるはずです。

温泉で‘密’にならないよう
に、露天、大浴場のご利
用状況が、客室のテレビ
モニターで確認できます。

『混雑状況表示システム』

REX HOTEL 別府

「REX HOTEL 別府」大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）「REX HOTEL 別府」 大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）「REX HOTEL 別府」大浴場の混雑状況が確認できるシステムが完備されています。　　　　　　　　　　　　　　　（すべてのお部屋がオーシャンビューです）

るるぶトラベル
【スタンダード1泊2食付】
和洋中ビュッフェ＋メイン料理1品付
■～3月31日まで（宿泊料変動制）
■1泊2食付　平日　大人お１人様料金

＊宿泊日により料金が変動します

3名1室

2名1室

15,950円より
17,050円より
15,950円より
17,050円より

■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

＊臨時休業の場合がございます

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 新規コープカード提携店　テラスタ都城「鉄板焼　都雅」

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

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
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

1,705円

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。

１０月１１日より始まった「全国旅行
支援」では、連日大変多くのお問
い合わせの電話、ご来店をいた
だきありがとうございます。ただ、
対応が追い付かずに、お問い合
わせをいただきながら大変お待た

せしてしまい、ご不便をお掛けしました。
１月１０日から始まる（原稿は昨年１２月作成）旅
行支援の受付の際にも同じような状況が考えら
れます。対応までにどのくらいのお時間が掛かり
そうか、などご相談させていただきながら対応さ
せていただきます。よろしくお願いいたします。

全国旅行支援の受付について
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

＊＊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

6,500円
4,000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』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』

今回は以前利用したことの
ある‘青島フィッシャーマ
ンズ’に鹿児島の友人を案
内したくてお願いしました。
友人もとても気にいってく
れ、次回は家族で利用した
いと言っておりました。お
昼前に出発して‘牡蠣小屋’
でランチ、夕食は和食で
‘かつおのしゃぶしゃぶを
食べて満足の夕食でした。
お風呂も２段ベッドのお部
屋にも、とても感激してく
れて、喜んでもらいとても
良かったです。

■～1月31日まで（2月はキャンプシーズンにつき、販売中止となります））

■お一人様料金
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）

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

■～3月31日まで（2月は追加料金があります）　■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

写真はイメージです写真はイメージです

飫肥城の駐車
場にある四半
的に挑戦して
みました。散々
な結果でした
が、なかなか
楽しいですよ。

入湯税
別日南 ホテル日南北郷リゾート

●チェックイン／15:00　●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。

エースJTB『九州』大人1名様料金
2023年1月9日～3月31日　１泊２食付

大
人
一
名

3名1室

2名1室

1名1室

平　日 休前日

高千穂に昔から伝わる伝統的なお料理や食材を現代風に
よみがえらせたお宿自慢の「蘇食」をお楽しみください。
高千穂に昔から伝わる伝統的なお料理や食材を現代風に
よみがえらせたお宿自慢の「蘇食」をお楽しみください。

新たな旅行支援事業について
2022年版

クーポン枚数

割引額上限

割引率

期間

2023年版

22年12月27日まで 23年1月10日より

旅行代金の40％割引 旅行代金の20％割引

・交通付き宿泊 8,000円
・宿泊プラン 5,000円

・交通付き宿泊 5,000円
・宿泊プラン 3,000円

・平日　3,000円
・休日　1,000円
＊紙・電子クーポン配布

・平日　2,000円
・休日　1,000円
＊基本、電子クーポン

17,100円
18,200円
21,400円

18,200円
19,300円
22,400円

2022年7月本館リニュアル　高千穂  ホテル四季見
●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

鹿児島サンロイヤルホテルに宿
泊する魅力は、客室・展望風呂
から桜島を望むロケーション。
ホテルを拠点に照国神社・平
川動物園・いおワールド・仙巌
園城山など鹿児島観光をお楽
しみください。

3名様1室

2名様1室

小人料金

平　日

13,400円
14,500円

休前日

16,200円
17,300円

大人料金の70％　　 

■～3月31日まで
■１泊２食付　お一人様料金
■夕食　バイキング

＊3才～未就学児　寝具代　3,300円
　　　　　　　　 夕・朝食代　1,680円

展望温泉から桜島の雄大な景色を望む事ができます

鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル
●チェックイン／14:00　●チェックアウト／11:00

入湯税
別

創業５０年を迎え、リニュアル
された本館を視察しました。２
つの客室を１部屋に改装し、室
内は広 と々しています。全室ベ
ッドのお部屋で、畳が敷かれて
おり、靴を脱いでゆっくりとくつ
ろげます。

★日・月曜日の宿泊はさらにお得です。
3名1室  11,800円　2名1室  12,900円

旅行センター
伊豆

旅行センター
伊豆

■組合員さん特典
ご利用の際に「コープカード」を提
示していただくと、グループみなさ
んにノンアルコールワインを１グラ
スサービスさせていただきます。
ご利用の際は、お電話でお問い合わ
せください。

ここにしかない贅沢。
ここにしかない非日常。
鉄板焼という非日常的な至極の時
間と空間、厳選された旬の食材と
ブランド牛が織りなす美食でお客
様の期待を越える感動を与える料
理とサービスを提供いたします
『都雅　ホームページより引用』

メニューがご覧
になれます

特典　ノンアルコールワイン1グラスサービス

旅行センター
白潟

旅行センター
白潟

旅行センター
白潟


