
九州

全43メニューの中から お一人様1泊につき1つ、
お好きなメニューにご利用いただけます。

冬クーポンメニュー
一覧

☎連絡先　住住所　 除設定除外日　休定休日（不定休の場合は事前にご確認ください。記載がない場合、無休となります。）　 時利用可能時間　￥現地販売価格　
参参加資格（記載がない場合、参加者に制限はございません。）

マークのご案内
提クーポン提出先メニュー内容（時期により、メニュー内容が変更となる場合があります。）　

1 福岡：天神｜割烹よし田

鯛茶漬け
鯛の刺身をお茶漬けで
いただきます。
住 福岡県福岡市中央区天神１－１４－１０
☎ 092-721-0171
休 毎週日曜日・祝日、12/31〜1/4
時 11：30〜14：00（ラストオーダー14：00）
￥現地販売価格：1,080円

鯛茶漬け、香物　提 会計時係員

Pなし （イメージ）

2 福岡：博多｜博多華味鳥（はかたはなみどり） 筑紫口店
博多水炊き御膳

（ソフトドリンク1杯付き）
博多伝統の「水炊き」
博多華味鳥自慢の味をご堪能ください。
住 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－３１
　 駅東サンシティビル１階
☎ 092-432-8737　休 12/31〜1/1
時 11：30〜15：00（ラストオーダー14：00）
￥現地販売価格：特別設定

 小鉢、から揚げ、水炊き、白飯、香物、
　コラーゲンスープ、プリン、ソフトドリンク
提 注文時係員
※ 満席や貸切等のため、ご希望の日時に
　ご予約いただけない場合があります。

要予約 前日23：00まで 　　　　 Pなし （イメージ）

3 福岡：唐人町（とうじんまち）｜河太郎 ヒルトン福岡シーホーク店

いか活造り定食
創業50年、名物「いか活造り」
発祥の店。いけすからすくった
活いかの造りは絶品です。
住 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3
☎ 092-844-8058
休 不定休
時 11：30〜15：00（ラストオーダー14：00）
￥現地販売価格：2,440円

 小鉢、いか活造り（後、天ぷら）、いかしゅうまい、
　煮物、ご飯、味噌汁、デザート
提 注文時係員
※満席や貸切等のため、ご希望の日時にご予約いただけない場合があります。
※ 天候により活いかの仕入れができない場合はメニュー内容が変更となります。

要予約 前日22：00まで  P有料

（イメージ）

4 福岡：門司（もじ）｜B&A門司港
門司港レトロ
焼きカレーチケット

全国的に有名になった門司港のご当地グ
ルメ「門司港焼きカレー」。6店舗からお好
きなお店を１つ選んでご賞味ください。
住 福岡県北九州市門司区東港町6－72
☎  093-321-4151（門司港レトロインフォメーション）
休 店舗により異なります。  時 店舗により異なります。
￥現地販売価格：特別設定　  焼きカレー
提 旧門司三井倶楽部 観光コンシェルジュデスク
　（引換時間9：00〜17：00）
※ ご利用可能店舗の詳細は上記「門司港

レトロ焼きカレーチケットご利用可能
店舗のご案内」をご覧ください。

P有料
5名以上特典 携帯クリーナー
または絵はがき付き

（イメージ）

5 福岡：柳川（やながわ）｜水郷柳川観光

柳川 川下り（約60分）
下百町（しもひゃくちょう）→御花（おはな）

船頭さんの案内とともに、
水郷・柳川の水の路を巡る川下り
をゆったりお楽しみください。
住 福岡県柳川市三橋町下百町１－６
☎ 0944-73-4343
時 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥現地販売価格：大人 1,500円、
　 小人（5歳〜小学生） 800円
提 下百町乗船場受付カウンター係員
※2名様以上でお申し込みください。
※御花の入場料は含まれておりません。
※雨天決行。雨天時は、雨合羽（ポンチョ式）をご用意しております。

要予約 前日17：00まで  P無料  

柳川 川下り（イメージ）

6 福岡：久留米（くるめ）｜ＮＰＯ法人久留米ブランド研究会

久留米くるくるチケット
久留米市自慢の食事・スイーツ・体験・お土産などのメ
ニューをご用意。久留米市観光案内所で4枚つづりのチケッ
トにお引き換えの上、お好きなメニューをご利用ください。
住 ①福岡県久留米市京町87－12
　 ②福岡県久留米市東町316－2
☎①0942-33-4422  ②0942-33-3338
休 店舗により異なります。　時 店舗により異なります。
￥現地販売価格：2,000円
提 �久留米市観光案内所（①JR久留米駅構内

②西鉄久留米駅バスセンター構内）
　 チケット引換時間①9：00〜19：00、②9：00〜18：00（12/31、1/1を除く）
※「久留米くるくるチケット」公式サイトhttp://www.kurume-kru2.com/で各メニュー
の詳細やチケットの必要枚数をご確認いただけます。　※チケット引き換えについては
予約不要となりますが、事前予約制のメニューや、チケットが8枚必要となるメニューもあ
りますので、事前にwebサイトでご確認いただきお客様ご自身で直接ご予約ください。

久留米ラーメン 清陽軒 本店/屋台仕込みラーメン
（並）（イメージ）※チケット1枚で利用可能

7 佐賀：武雄（たけお）｜井手ちゃんぽん 本店

特製ちゃんぽん
野菜たっぷりのちゃんぽんに、
卵とキクラゲで栄養満点です。
住 佐賀県武雄市北方町志久1928
☎ 0954-36-2047
休  毎週水曜日（祝日の場合は翌日）、

年末年始 ※事前にご確認ください。
時 10：30〜21：00（ラストオーダー20：30）
￥現地販売価格：880円

 特製ちゃんぽん
提 会計時係員

P無料 （イメージ）

8 佐賀：有田｜チャイナ・オン・ザ・パーク
忠次舘（ちゅうじかん） カフェ・リフレッシュルーム
手作りアップルパイ
バニラアイス添え（コーヒー付き）

厚めの素地にたっぷりのりんごとシ
ナモン風味がベストマッチ。深川の器
でお楽しみいただけます。広い空間
で心身ともにリフレッシュできます。
住 佐賀県西松浦郡有田町原明乙111
☎ 0955-46-3900　休 毎週火曜日、12/30〜1/1
時 9：00〜17：30（ラストオーダー16：00）
￥現地販売価格：900円

 手作りアップルパイバニラアイス添え、コーヒー
提リフレッシュルーム係員
※品切れの場合がございますので事前にご確認ください。

P無料 （イメージ）

9 長崎：長崎｜中国菜館 慶華園（けいかえん）
ちゃんぽんまたは皿うどん
ANAオリジナルセット

老舗の中国料理店で、
長崎名物をご堪能ください。
住 長崎県長崎市麹屋町４－７
☎ 095-824-7123
休 不定休　
時 月〜金曜日 11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）
　　　　　　　17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）
　 土・日・祝日 11：00〜21：00（ラストオーダー20：30）
￥現地販売価格：特別設定

 ちゃんぽんまたは皿うどん、ミニ炒飯、2種
の揚げ物（春巻き・唐揚げ）、杏仁豆腐

提 注文時係員

P無料 （イメージ）

10 長崎：長崎｜ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
和食・中華「潤慶」またはレストラン「パヴェ」

和食・中華「潤慶」の飲茶セット
またはレストラン「パヴェ」のランチブッフェ

ホテルオリジナルの本格飲茶または
月替りメニュー20種類以上の洋食ブッフェ
のどちらかをお選びいただけます。
住 長崎県長崎市南山手町１－１８
☎［潤慶］095-818-8011 ［パヴェ］095-818-8012
時 11：30〜14：30（ラストオーダー14：00）
￥  現地販売価格：［潤慶］特別設定　

［パヴェ］月〜金曜日 大人 1,900円、小学生 1,300円、幼児（3歳〜未就学児童） 800円
土・日・祝日 大人 2,500円、小学生 1,600円、幼児（3歳〜未就学児童） 800円

［潤慶］サラダ、スープ、海鮮、蒸し点心、炒飯またはお粥、デザート2種 ※季節により異なります。　［パヴェ］洋食ブッフェ
提レストラン係員　※お子様がいらっしゃる場合はご予約時にお知らせください。
要予約 前日21：00まで  P無料

飲茶セット（イメージ）

4 門司港レトロ焼きカレーチケットご利用可能店舗のご案内
ご利用前に、旧門司三井倶楽部 観光コンシェルジュデスクにて「ANA旅作冬クーポン」をご提出のうえ、お食事券にお引き
換えください。

プリンセスピピ
住  福岡県北九州市門司区西海岸1－4－7門司港センタービル　☎ 093-321-0303　休 毎週火曜日
時 11：00〜15：00（ラストオーダー14：00）　18：00〜22：00（ラストオーダー21：00）

門司港地ビール工房
住 福岡県北九州市門司区東港町6－9　☎ 093-321-6885
休 10〜12月無休、1〜4月第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）　時 11：00〜22：00（ラストオーダー21：15）

Ant Bee
住  福岡県北九州市門司区東港町6－72港ハウス1階　☎ 093-342-9711　休 不定休
時 月〜土曜日 11：00〜17：00（ラストオーダー16：30）　日・祝日 10：30〜18：00（ラストオーダー17：30）

三井倶楽部
住  福岡県北九州市門司区港町7－1　☎ 093-332-1000　休 不定休
時 11：00〜15：00（ラストオーダー14：00）　17：00〜21：00（ラストオーダー20：00）

陽のあたる場所
住  福岡県北九州市門司区西海岸1－4－3日産船舶ビル7階　☎ 093-321-6363
休 不定休　時 11：00〜23：00（ラストオーダー22：00）

伽　本舗
住  福岡県北九州市門司区港町9－2阿波屋ビル2階　☎ 093-331-8839　
休 不定休　時 11：00〜20：30（ラストオーダー20：00）



12 長崎：ハウステンボス｜ホテルオークラJRハウステンボス
カフェテラス「カメリア」

ランチバイキング
バラエティ豊かなお料理を
バイキングスタイルで
お楽しみいただけます。
住 長崎県佐世保市ハウステンボス町１０
☎ 0956-58-7128
時 11：30〜14：30（ラストオーダー14：00）
￥  現地販売価格：大人 2,200円、シニア（65歳以上）

1,800円、小学生 1,300円、幼児（4歳〜未就学
児童） 600円
洋食ブッフェ　提レストラン係員

※ご利用は90分となります。
※ 込み合う場合がありますので、事前の

ご予約をおすすめします。
P有料 ※宿泊者無料 （イメージ）

11 長崎：長崎｜岩崎本舗　グラバー園店

長崎角煮まんじゅう
豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮。
そのとろけるような味わいをふわっ
とした生地にはさみ込みました。
住 長崎県長崎市南山手町2-6
☎ 095-811-0111
時 8：45〜18：15（ラストオーダー18：00）
￥  現地販売価格：400円
提 注文時係員
グラバー園店以外でご利用いただける店舗は、JR
長崎駅アミュプラザ長崎店、西浜町店、長崎空港
店、浜町観光通り店、佐世保三ヶ町店となります。
※営業時間は店舗により異なります。事前にご確認ください。
※空港のANA FESTAで販売している同商品は、ご利用いただけません。

Pなし

（イメージ）

13 長崎：ハウステンボス｜
ソーセージ専門店 ソーセージワーフ

ソーセージワーフ特製スパゲティー
ハウステンボスで人気のソーセー
ジ専門店。スパゲティーにソーセー
ジやから揚げがのったソーセージ
ワーフの人気メニューです。
住 長崎県佐世保市ハウステンボス町１－１
☎ 0570-064-110
時 9:00〜21:00（ラストオーダー20：30）
￥現地販売価格：1,200円

ソーセージワーフ特製スパゲティー
提レストラン係員

P有料 ※園内ホテル宿泊者無料
5名以上特典 

ソフトドリンク付き

（イメージ）

15 長崎：長崎｜長崎ロープウェイ

長崎ロープウェイ
往復乗車券

世界新三大夜景に認定された
長崎の夜景をお楽しみください。
住 長崎県長崎市稲佐町364-1
☎ 095-861-6321
除 12/1〜12/15 設備点検の為運休
時 9：00〜22：00（最終受付21：45）
￥現地販売価格：大人 1,230円、
　中学生・高校生 920円、小学生 610円
提ロープウェイ淵神社駅出札口
※ 悪天候により運休となる場合があります。
※�大人1名につき未就学児童1名が無料、
　2名以上から小学生料金となります。

P無料 （イメージ）

14 長崎：長崎｜グラバー園

入園
長崎の美しい景色を観望できる
高台に、趣の異なる9棟の洋館が
建ち並ぶ長崎随一の観光名所。
住 長崎県長崎市南山手町８－１　☎ 095-822-8223
時 12/1〜3/31
　 8：00〜21：00（最終入園受付は20分前）
　※開園時間はHPにて要確認。
￥現地販売価格：大人 610円、
　高校生 300円、小・中学生 180円
提 受付係員

Pなし
（社）長崎県観光連盟提供

グラバー園（3月頃/イメージ）

17 長崎：佐世保｜九十九島パールシーリゾート
九十九島（くじゅうくしま）遊覧船
パールクィーン乗船または
九十九島海賊遊覧船みらい乗船

「パールクィーン」または「みらい」に
ご乗船いただき、約50分の南九十九島
遊覧をお楽しみください。
住 長崎県佐世保市鹿子前町１００８　☎ 0956-28-4187
時  パールクィーン 10：00、11：00、13：00、14：00、15：00発

みらい 11：30、13：30、14：30発 
　（最終受付：出航10分前）
￥現地販売価格：大人 1,400円、小人（4歳〜中学生） 700円
提 九十九島遊覧船ターミナル発券カウンター係員
※悪天候により運休となる場合がございます。　※運休時、九十九島水族館「海
きらら」入場券としてご利用いただけます。

P有料

パールクィーン（イメージ）

16 長崎：長崎｜長崎ペンギン水族館

入館
地球上に生息する18種類のペ
ンギンのうち9種類約180羽を
飼育。大きな水槽の中を悠々と
泳ぐ愛らしいペンギンの姿を
間近で見学いただけます。
住 長崎県長崎市宿町3番地16
☎ 095-838-3131
時 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥現地販売価格：大人 510円、
　３歳〜中学生 300円
提受付係員

P有料 ペンギンの水槽（イメージ）

18 大分：由布院｜B-speak

Pロール（プレーンまたはチョコ）
ふわっとやわらかな
人気のロールケーキ。
住 大分県由布市湯布院町川上３０４０－２
☎ 0977-28-2066　休 不定休
時 10：00〜17：00（最終受付17：00）
￥現地販売価格：1,420円　

Pロール（プレーンまたはチョコ）　提 会計時係員
※ 予約時に「ANA旅作冬クーポン」をご利

用の旨をお伝えください。
※ 数に限りがあるため予約をお受けでき

ない場合があります。　
※ 保冷バッグは別売りとなりお客様負担となります。
※ 予約受付時間は15：00〜17：00となります。

要予約 5日前より前日17：00まで  P無料

（イメージ）

19 大分：由布院｜thé théo（テテオ）

チーズケーキ＋コーヒーセット
またはPロール＋コーヒーセット

濃厚で香り豊かなアールグレイの
チーズケーキまたはB-speakの
Pロールをご堪能ください。
住 大分県由布市湯布院町川上１２７２－１７５
☎ 0977-28-8686　休 不定休
時 10：00〜17：00（ラストオーダー17：00）
￥現地販売価格：1,090円　

 チーズケーキまたはB-speakのPロールのいずれ
か1つ、コーヒー（紅茶またはジュースに変更可）

提 会計時係員
※ 完売の場合がございますので、事前にご

確認ください。
P無料 チーズケーキ（イメージ）

20 大分：大分｜大分マリーンパレス水族館
「うみたまご」

入館券
セイウチ・イルカのパフォー
マンスや、水生生物とのふれ
あいなどを体験できます。
住 大分県大分市高崎山下海岸
☎ 097-534-1010　
休 1/24、1/25
時 10・3・4月 9：00〜18：00（最終受付17：30）
　12〜2月 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥ �現地販売価格：大人 2,200円、小・中学生 

1,100円、幼児（4歳〜未就学児童） 700円
参 幼児は保護者同伴
提チケット販売窓口係員

P有料 （イメージ）

21 大分：別府｜別府地獄組合

べっぷ地獄めぐり
共通観覧券（7地獄）

温泉天国・別府の「地獄」は観
光の目玉。それぞれに特色の
ある地獄を巡れます。
住 大分県別府市鉄輪５５９－１　☎ 0977-66-1577
時 8：00〜17：00（最終受付16：30）
￥現地販売価格：大人 2,000円、高校生 1,350円、
　 中学生 1,000円、小学生 900円
提 各地獄受付窓口
※�最終受付は16：30ですが、各地獄間は離れており

ますので、時間に余裕をもってお越しください。
※受付窓口提出日より翌日まで有効。　
※すべての地獄を回らなかった場合の払戻はありません。　※地獄間の移動はお客様負担となります。

P無料

海地獄（イメージ）

22 大分：別府｜ひょうたん温泉

日帰り入浴
大正11年創業、滝湯・露天風
呂など一日ゆっくりとお風呂
が楽しめます。
住 大分県別府市鉄輪１５９－２　☎ 0977-66-0527
休 12月と4月に臨時休業の予定　
　※事前にご確認ください。
時 9：00〜翌日1：00（最終受付24：00）
￥現地販売価格：
　大人 750円、小学生 320円、
　幼児（4歳〜未就学児童） 210円
提フロント受付係員
※タオル・バスタオルは有料となります。
※砂湯ご利用の場合は別料金となります。

P無料 露天風呂の一例

23 大分：大分・別府｜別府大分合同タクシー

タクシーご利用券
１，０００円分

大分市内・別府市内のちょっと
した移動に便利です。
☎ 097-569-2111（大分配車センター）
　 0977-22-2111（別府配車センター）
時 24時間
￥現地販売価格：特別設定
提タクシー乗務員
※大分市内・別府市内での配車に限ります。　※配車センターへのお電話ま
たは各地停車中の別府大分合同タクシーをご利用ください。　※不足分は現
金でお支払いください。お釣りは出ません。　※配車センターへお電話の際は、

「ANA旅作冬クーポン」をご利用の旨、お申し出ください。

（イメージ）

24 大分：由布院｜マルク・シャガール
ゆふいん金鱗湖美術館

入館＋ドリンク
湯布院の金鱗湖に建つ美術館。
美しい景色を背景にアート・カフェ・
ショッピングをお楽しみください。
住 大分県由布市湯布院町川上字岳本１５９２－１
☎ 0977-28-8500
休 不定休
時 9：00〜17：30（最終受付17：00）
￥ ��現地販売価格：入館 大人 600円、中学生〜

大学生 500円、小学生 400円 
　コーヒー 594円 、紅茶・オレンジジュース 648円

 美術館の入館券＋美術館内のカフェ「CAFE LA RUCHE」
にてコーヒー・紅茶・オレンジジュースからいずれか1つ

提 美術館受付係員
P無料 美術館内カフェ（イメージ）

25 大分：豊後高田｜昭和ロマン蔵

３館共通入館券
「駄菓子屋の夢博物館」・
「昭和の夢町三丁目館」・
「チームラボギャラリー昭和の町」の
３館共通入館券です。
住 大分県豊後高田市新町９８９－１
☎ 0978-23-1860　休 12/30、12/31
時 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥現地販売価格：
　 大人 830円、小中学生・高校生 580円
提 案内所（チケット売り場）係員
※1/1、1/2は10：00〜15：00までの営業
となります。（変更になる場合もあります。
事前にご確認ください。）
P有料（30分は無料） 駄菓子屋の夢博物館（イメージ）



26 熊本：熊本｜熊本ラーメン こむらさき 上通中央店

特製チャーシューメン
自家製のタレでじっくり煮込まれた
チャーシューは口の中でとろける旨さ。
住 熊本県熊本市中央区上通町８－１６
☎ 096-325-8972
休  年末年始 ※事前にご確認ください。
時 11：00〜16：00（ラストオーダー15：30）、
　18：00〜22：00（ラストオーダー21：30）
￥現地販売価格：1,030円

 特製チャーシューメン　
提 会計係員

Pなし

（イメージ）

27 熊本：熊本｜あまみや 熊本本店

あまみやセット（AまたはBまたはC）
あまみやで人気の甘味をセットにしま
した。和スイーツをお楽しみください。
住 熊本県熊本市中央区上通町4－16 タバラビル2階　☎ 096-323-1136
休 12/31、1/1　時 [10/1〜12/30、1/7〜５/28]月曜日、
12/30 11：30〜18：00（ラストオーダー17：30）、日・火〜木曜
日・祝日 11：30〜22：00（ラストオーダー21：30）、金・土・祝前日 
11：30〜23：00（ラストオーダー22：30） [1/2〜1/6]11：30〜
20：00（ラストオーダー19：30）　￥ 現地販売価格：680円

 A：チビ白玉パフェ、白玉きなこだんご、ドリンク
B：ミニ抹茶ぜんざい、ミニコーヒーゼリーきなこアイス、ドリンク
C：季節のオリジナルケーキ、ミニあんみつ、ドリンク

提注文時係員
※事前予約は受けておりません。　※土・日・祝日はお並びいただく場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。　※ ドリンクはコーヒーまたは紅茶または緑茶またはソフトドリンクとなります。

Pなし

あまみやセットA（イメージ）

28 熊本：阿蘇｜高森田楽の里

田楽定食
300年前からの郷土料理を守りながら、つるのこ
芋を中心とした炭火で焼いた田楽に、当店独自の
田楽味噌をつけてお召し上がりいただきます。
住 熊本県阿蘇郡高森町大字高森２６８５－２
☎ 0967-62-1899
時 ［10/1〜11/30、3/15〜4/13］

10：00〜20：00（ラストオーダー19：30） 
   ［12/1〜12/22、1/10〜3/14］ 
月〜金曜日10：00〜17：45（ラストオーダー17：00）
土・日・祝日10：00〜19：15（ラストオーダー18：30）
   ［12/23〜12/30、1/2〜1/9］10：00〜20：00（ラストオーダー19：00）
   ［12/31］10：00〜16：00（ラストオーダー15：00）　   ［1/1］11：00〜17：00（ラストオーダー16：00）

￥ 現地販売価格：1,890円　 田楽（芋・豆腐・やまめ・こんにゃく）、付き出し、漬け物、きび飯、だご汁　提 注文時係員　
※込み合う場合がありますので、事前のご予約をおすすめします。また、完売の場合がありますので、事前にご確認ください。

P無料

（イメージ）

32 宮崎：フェニックス・シーガイア・リゾート｜
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート「リストランテ・アルコ」

デザートビュッフェ＋ドリンク
ホテル42階から眺める絶景とともに、
ゆったりティータイムをお過ごしください。
住 宮崎県宮崎市山崎町浜山
☎ 0985-21-1148　
休 毎週水曜日、12/21
時 14：00〜16：30（ラストオーダー16：00）
￥現地販売価格：
　大人 1,500円、小人（4〜12歳） 1,000円

デザートビュッフェ、ドリンク
提 注文時係員
※ 事前予約は受けておりません。混雑時は

お待ちいただくことになります。

P無料 （イメージ）

33 宮崎：高千穂｜ふる里茶房 石の蔵

高千穂バーガーセット
石造りの穀物蔵を移築したカフェで高千穂牛を
100%使用した高千穂バーガーをご賞味ください。
住 宮崎県西臼杵郡高千穂町押方南平1258
☎ 0982-72-2003
休 不定休
時 10：00〜17：00（ラストオーダー16：30）
￥現地販売価格：850円

高千穂バーガー、ドリンク
提受付時係員
※ 混雑時にはテイクアウトも可能です。

要予約 前日17：00まで 　　　　 P無料 （イメージ）

30 宮崎：宮崎｜宮崎観光ホテル「汐彩」

はまゆう鶏の
サクサクチキン南蛮御膳

サクっとした歯ごたえに、
ソースの甘みと酸味が
タルタルソースと絡み合う、
たまらない美味しさです。
住 宮崎県宮崎市松山１－１－１
☎ 0985-32-5929
時 11：30〜14：30（ラストオーダー14：00）
￥現地販売価格：1,300円

チキン南蛮野菜添え、小鉢、ご飯、白だし、香の物
提 注文時係員

要予約 前日17：00まで P無料（2時間まで）

（イメージ）

35 宮崎：日南｜サンメッセ日南

入場
イースター島から特別許可
を得て完全復刻された
モアイ像は必見。
南洋浪漫のテーマパーク。
住 宮崎県日南市大字宮浦2650
☎ 0987-29-1900
休  毎月第1・3水曜日（祝日の場合は営業）
時 9：30〜17：00（最終受付16：30）
￥  現地販売価格：大人 700円、中学生・高校生 

500円、小人（4歳〜小学生） 350円
提料金所係員
※�メンテナンス・悪天候により休園となる場合があります。

P無料 （イメージ）

36 鹿児島：鹿児島｜味処むじゃき亭

黒豚わっぜえか丼と
ベビー白熊

鹿児島県産黒豚を使用した
ボリューム満点の丼と
名物かき氷のセットです。
住 鹿児島県鹿児島市千日町５－８ 天文館むじゃきビル４階
☎ 099-222-6904　休 不定休
時 11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）
　 17：00〜22：00（ラストオーダー21：30）
￥現地販売価格：1,500円

黒豚わっぜえか丼、薩摩汁、香物、ベビー白熊（ミニかき氷）
提 受付時係員
※4階フロア限定のご利用となります。

Pなし

黒豚わっぜえか丼（イメージ）

ベビー白熊（イメージ）

37 鹿児島：鹿児島｜熊襲亭（くまそてい）

昼しゃぶコース
鹿児島県産六白黒豚の
しゃぶしゃぶをメインと
したコースです。
住 鹿児島県鹿児島市東千石町6ー10
☎ 099-222-6356　
休  不定休、12/31、1/1
時 11：00〜14：00（ラストオーダー14：00）
￥現地販売価格：2,160円

 突出し、きびなご刺、黒豚しゃぶ、ご飯、
デザート（ミニミニ白熊）

提 受付時係員
※ お子様がいらっしゃる場合はご予約時

にお知らせください。
要予約 前日22：00まで 　　　　 P無料（2台まで）

（イメージ）

38 鹿児島：福山｜黒酢レストラン 黒酢の郷 「桷志田（かくいだ）」

黒酢ランチ
長期熟成黒酢「桷志田」と自家農
園で採れた有機野菜をふんだん
に使用したランチコースです。
住 鹿児島県霧島市福山町福山字大田３１１－２
☎ 0995-55-3231
時 11：00〜15：00（ラストオーダー15：00）
￥現地販売価格：1,620円
　（お子様ランチの場合は1,000円）

 メイン料理5種のうちからチョイス、季
節の食前酢、前菜、有機野菜サラダ、
小鉢、ライスまたはパン、黒酢スープ、
コーヒー＆黒酢スイーツ

提 受付時係員
※10歳以下のお子様は、お子様ランチとなります。

P無料

黒酢ランチの一例（イメージ）

39 鹿児島：霧島｜遊食豚彩 いちにぃさん 国分（こくぶ）店

黒豚ロースカツセット
黒豚づくしの美肌ランチを
お楽しみください。
住 鹿児島県霧島市国分野口西540ー3
☎ 0995-48-8123
時 11：30〜15：00（ラストオーダー15：00）
￥現地販売価格：1,350円

黒豚とんかつ、豚汁、ご飯、漬物
提 受付時係員

P無料 （イメージ）

29 熊本：黒川｜パティスリー麓（ろく）

生クリームロールケーキ
卵の黄身をたっぷり使ったふ
わふわのロールケーキです。
住 熊本県阿蘇郡南小国町黒川温泉内
☎ 0967-48-8101
休  毎週火曜日（祝日の場合は営業）
　 ※その他不定休もあります。
時 9：00〜18：00（最終受付18：00）
￥現地販売価格：1,080円

 生クリームロールケーキ
提 注文時係員
※保冷バッグは別売りとなり、お客様負担
となります。　※完売の場合がありますの
で、事前のご予約をおすすめします。

Pなし （イメージ）

31 宮崎：青島｜ANAホリデイ・インリゾート宮崎
「カフェ＆バー リップル」
マンゴースイーツ

完熟マンゴーをふんだんに
使用した贅沢スイーツです。
住 宮崎県宮崎市青島１－１６－１
☎ 0985-65-1555
時 11:30〜19:00（ラストオーダー18：00）
￥現地販売価格：特別設定

 マンゴースイーツ
提レストラン係員

要予約 前日18：00まで  P無料 （イメージ）

34 宮崎：高千穂｜あららぎ乃茶屋

あららぎ定食
大自然を望む景観の店内で、
地元の食材を使った料理をお楽しみください。
住  宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方1245-1
☎ 0982-72-2201　休  不定休
時  8：30〜17：00（ラストオーダー16：30）
￥現地販売価格：1,430円

 焼きにじます（塩焼き）、山菜のお煮し
め、チキン南蛮、漬物、お吸い物、ご飯

提 受付時係員

P無料 （イメージ）

40 鹿児島：鹿児島｜仙巌園（せんがんえん）・尚古集成館

入場
世界文化遺産の「反射炉跡」

「機械工場」をご覧いただけます。
住 鹿児島県鹿児島市吉野町９７００－１
☎ 099-247-1551
時 8：30〜17：30（最終受付17：00）
￥現地販売価格：大人 1,000円、
 　小・中学生 500円
提 庭園受付窓口係員
※両棒餅が完売の場合は他のものに
　なります。

P有料

5名以上特典
名物「両棒餅」（2本）の
引き換え券付き

反射炉跡（イメージ）



【クーポンのご案内】
●クーポンは、ホテルチェックイン時にお渡しします。お受け取りの際は、旅程表をご提示ください。
●有償で、「冬クーポン★１泊１メニュー付」プランでお申し込みのお客様が対象です。
●ツアー参加者のみご利用いただけます。有効期間は2018年4月13日までです。
●記載メニュー以外はご利用いただけません。追加注文などがある場合は現地にて現金でお支払いください。
●メニューによっては混雑時にお待ちいただいたり、天候・満席・貸切・品切れ等によりご利用いただけない場合がございます。
●営業時間・定休日・ご利用時間・メニューなど、記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。ご利用前にお客様ご自身

でご確認ください。
●グルメメニューの料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。また、施設により２人前以上の写真もご

ざいます。
●未使用時（満員・天候・施設都合等の場合も含む）の払い戻しまたは換金や、紛失時の再発行はできません。
●現金との引き換えはできません。譲渡・転売は不可です。また、他の割引券との併用はできません。
●各メニューの施設情報は、2017年10月現在のものです。

41 鹿児島：知覧（ちらん）｜知覧特攻平和会館

入館
特攻隊の悲しい事実を
後世に伝え、恒久の平和を
祈念して建てられた資料館です。
住 鹿児島県南九州市知覧町郡１７８８１
☎ 0993-83-2525
時 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥現地販売価格：大人 500円、
　小・中学生 300円
提 館内受付窓口係員

P無料 （イメージ）

42 鹿児島：指宿（いぶすき）｜ヘルシーランド

レストラン「地熱の里」かつおのタタキ御膳＆露天風呂
「たまて箱温泉」入浴（レンタルタオル・レンタルバスタオル付き）

大自然のパノラマを独り占めできる最高
のロケーションの温泉と、旬の食材を使っ
た郷土色あふれる料理のセットです。
住 鹿児島県指宿市山川福元3292　☎ 0993-27-6966（温泉保養館）
休 食事：毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
　露天風呂：毎週木曜日（祝日の場合は翌日）
時 食事：月〜金曜日11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）
　17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）
　土・日・祝日11：00〜21：00（ラストオーダー20：30）　露天風呂：9：30〜19：30（最終受付19：00）
￥現地販売価格：食事：1,250円 露天風呂：510円 レンタルタオル：100円 レンタルバスタオル：200円
提 ヘルシーランド管理棟受付係員（レストラン横）
※食事券、入浴券、レンタルタオル類はヘルシーランド管理棟にてお渡しいたします。

P無料

かつおのタタキ御膳（イメージ）

露天風呂「たまて箱温泉」（イメージ）

43
ANA FESTA

ＡＮＡ ＦEＳＴＡ
500円分お買い物券

ANA FESTA店舗で500円分のお買い物券として
ご利用可能です。
☎ 時 各店舗へお問い合わせください。
http://www.anafesta.com/

【ご利用可能店舗】
《北海道》　 千歳・函館・釧路・稚内・旭川
《本州》　　 秋田・大館能代・庄内・仙台・成田・羽田・小松・富山・中部・伊丹・ 

関西・神戸・岡山・広島・宇部・鳥取・米子
《四国》　　 高松・高知・松山
《九州・沖縄》 福岡・大分・長崎・佐賀・宮崎・熊本・鹿児島・那覇・石垣
その他、レストラン等でもご利用いただけます。取扱店の詳細については
ホームページの「空港でお食事」「空港でカフェ」をご覧ください。

【ご注意】
一部ご利用いただけない店舗もございます。（免税店）
お釣りは出ません。換金はできません。その他割引との併用はできません。 
対象外商品がございます。現地販売員にご確認ください。


