初夏の「日帰りマイカープラン」
８コース 10 プラン 登場!
2,500 円割引

2,000 円分

「新しいおおいた旅割」適用／大分県民・在住者限定／3 回目ワクチン接種等「ワクチン・検査パッケージ」適用

お申 込 み手 順 について
旅行設定日

2022 年５月 16 月（月）～５月 31 日（火）＜プランにより設定日あり＞

予約受付期間

2022 年５月 09 日（月）～５月 24 日（火）＜平日 10:30～16:00＞
・受付期限はご希望の出発日前日より 7 日前までのお申込みとなります
・多くの皆様にご利用頂くため、お一人様３件までお申込みとなります
・割引予算額に達し次第 販売終了となります。予めご了承願います。

旅割適用条件
同居する親等の
監護者が同伴する
場合、12 歳未満は
検査パック不要

(1)大分県民・県内在住者 (2)マイカーを利用し当日内に発地に戻ること
(3)旅割、ワクチン・検査パッケージ適用にあたり下記の❶・❹の提示と❷・❸を提出
❶「３回目ワクチン接種証明書」❷「同意書」❸「誓約書」❹「本人確認書面」
上記❶・❷の書面は、お申込時に、❸はご利用の 5 日前までにご提出ください
❹「本人確認」は、旅行当日、最初の立ち寄り先で身分証をご提示ください

お申込み手順

【お客様】

「申込書」❶「証明書」❷「同意書」を【メール】【FAX】でお申込みください

7 日前まで
5 日前まで

当社ホームページより「申込書」と❷「同意書」をダウンロード

<当社>

「回答書・旅程表・請求書」と❸「誓約書」を【メール】【FAX】でお送りします

【お客様】

❸「誓約書」を確認後、代表者署名のうえ 5 日前までにご返送ください

【お客様】

旅行代金は 5 日前までに当社指定の銀行口座までお振込みください

<当社>

入金とワクチン接種書面等を確認後、「駐車場利用書(駐車券)」と
「満喫クーポン」等を宅配便にて代表者様へお送りいたします

ご旅行当日

ご利用にあたり

【お客様】

当日、最初の立寄り先(食事会場等)で❹本人確認にご協力ください

・クーポン券類の送料として１件 550 円必要です
・予約確定後、利用日変更の場合は変更手数料として１件 550 円必要です
・取消料率は別紙「申込書」にてご確認ください
・❶❷❸❹は旅行時に携帯して頂き、❶❷❸の写しは規定により当社にて保管します
☞ 旅行当日までに上記確認が出来ない場合、割引等の適用が除外されます
☞ 感染状況等により助成事業が中止・中断する場合があります

個人情報について

・お客様から取得した個人情報はマイカープランの手配とサービスの受領に必要な範囲内で利用し
ます。 また「Fun to Travel」等の旅行情報をお届けするために利用する場合がございます。

大分県知事登録旅行業第 2-226 号 JATA 日本旅行業協会正会員
【大分営業所】 大分市舞鶴町１丁目 2-17 セゾン舞鶴２階

Tel:097-536-0120／Fax:097-536-0021／e-mail:info@oita-air-travel.jp
＜営業時間＞ 平日 10:30～16:00（短縮営業中）＜定休日＞ 土・日・祝日

初夏の「日帰りマイカープラン」

「新しいおおい旅割」適用
・・・・大分県民・在住者限定

1
ご自宅

明礬「湯の里」と
ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ別府ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ
＝＝

みょうばん 湯の里
散策・買い物

＝＝★

ANA ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ

別府ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ(食事)

★お食事： ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ別府ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ「昼食」

申込
２名様～

昼食時間
11:30～14:00
13:00迄の予約
になります。

「レンブランドホテル大分」
展望フロア<鉄板焼 山茶花(ランチ)〉

2
ご自宅

【平日のみ】

★お食事： 鉄板焼 山茶花「昼食」

・デザートビュッフェ・コーヒー又は紅茶

＝＝

11:30～14:00
（LO 13:30）

旅行代金：７，０００円

⇒(補助金適用後)：４，５００円

＝＝ ご自宅

【定休日:水曜日】

・おまかせ焼き野菜・特撰牛フィレ肉１００ｇ・季節の釜飯
・お味噌汁・香の物・デザート・コーヒー 又は 紅茶
※ご昼食のご予約は、11:30から１時間刻みで13:30迄となりますのでご注意下さい。

毎週水曜日は、「レディースランチビュッフェ」

※お食事は、２時間以内お願いします。

レンブランドホテル
大分（食事）

申込
２名様～

料理内容： ・季節の前菜三種盛り・生野菜のサラダ・本日のシーフード三種
昼食時間

ホテルでのご入浴付き：入浴時間（14:00～17:00）

大分駅前周辺ぶらり散策

＝＝★

＝＝ ご自宅

料理内容： ・前菜（ビュッフェスタイル）・メイン料理・ビュッフェ

2022年5月

旅行代金：６，０００円

⇒(補助金適用後)：３，５００円

満喫クーポン２，０００円分付

満喫クーポン２，０００円分付

ホテルでのお買い物等/満喫クーポン利用可
・みょうばん 湯の里など
★指定駐車場：明礬「湯の里」（立寄）

産品のお買い物施設/満喫クーポン利用可

※お食事前に明礬「湯の里」に行ってください。
ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ別府ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ 写真提供
料理写真はイメージです。

3
ご自宅

※有料観光施設等の入場料は、含まれていません。

大分まちなかぶらり散策と
大分ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 「中華料理 李白 」
＝＝

＝＝★

中華料理 李白(食事)

大分まちなか散策

申込
２名様～
＝＝ ご自宅

★お食事： 中華料理 李白 [昼食]

11:30～13:00
（LO 12:30）

炒め・海老のチリソース・鶏の唐揚げ・酢豚・海鮮やきそば
・アーモンドミルク入り杏仁ムース)

旅行代金：６，０００円

★指定駐車場：レンブランドホテル大分駐車場

レンブランドホテル大分 写真提供
料理写真はイメージです。

城下町・武家屋敷の街並みと
「割烹みつご」ふぐ料理

4

臼杵の街並み(二王座散策)

ご自宅 ＝＝

【定休日:月曜日】

料理内容： 活ふぐ会席「ふぐ刺し【小皿12切】・白子豆腐
昼食時間 ・ふぐ寿司(２貫)・ふぐ唐揚・茶碗蒸し・ふぐシューマイ
11:30～14:00
（LO 13:30）

⇒(補助金適用後)：３，５００円

申込
２名様～

＝★ 割烹みつご(食事) ＝＝ ご自宅

★お食事： 割烹みつご「昼食」

料理内容： 本格中華コース (四種冷菜盛り合わせ・細切り豚肉と百合の茎
昼食時間

・JRおおいたシティ「豊後にわさき市場」など

・ふぐ鍋・雑炊・香の物・水物・コーヒー

旅行代金：６，５００円

⇒(補助金適用後)：４，０００円

満喫クーポン２，０００円分付

満喫クーポン２，０００円分付

産品のお買い物施設/満喫クーポン利用可

・JRおおいたシティ「豊後にわさき市場」など

産品のお買い物施設/満喫クーポン利用可

★指定駐車場：ﾄﾗｽﾄﾊﾟｰｸ大分駅前駐車場

・(臼杵みなと市場)など

(１時間40分券)
豊後府内町パーキング・溝口ガレージなども利用で
きます。駐車場によっては、駐車時間が変わります
のでご注意下さい。(超過分お客様負担)

中華料理「李白」 写真提供
料理写真はイメージです。

5

ハーモニーランド! 満喫DAY

ご自宅 ＝＝

ハーモニーランド
(パスポートチケット+園内(お買い物・お食事券)２,000円分付)

申込
２名様～
＝＝ ご自宅

★指定駐車場：割烹みつご駐車場
「割烹みつご」 写真提供
料理写真はイメージです。

6
ご自宅

家族でenjoy！城島高原パーク
城島高原パーク
(入場券・のりものパス券・ﾐｰﾙｸｰﾎﾟﾝ 1,000円券付

＝＝

申込
２名様～
＝＝ ご自宅

大人(中学生～５９歳)

セット料金：５，５００円

⇒(補助金適用後)：３，０００円

旅行代金：５，５００円

⇒(補助金適用後)：３，０００円

小人(４歳～小学生)
対象年齢：４歳以上～
満喫クーポン２，０００円分付
産品のお買い物施設/満喫クーポン利用可
・（ハーモニーランド園内売店)など
★指定駐車券：ハーモニーランド駐車場

旅行代金：５，０００円

⇒(補助金適用後)：２，５００円

シニア(６０歳～６９歳)

旅行代金：５，０００円

⇒(補助金適用後)：２，５００円
満喫クーポン２，０００円分付

★入園時間は、ハーモニーランドのホームペー
ジでご確認下さい。
【休園日】５月18日、19日、25日
© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. T62101201
写真はイメージ／サンリオ提供

1. ご希望日の７日前までの申し込みをお願いいたします。
実施期間：
お申込期間：

産品のお買い物施設/満喫クーポン利用可
・(ｽｰﾍﾟﾆｱｼｮｯﾌﾟジョリエ)など
★指定駐車券：城島高原パーク駐車場
★入園時間は、城島高原パークのホームペー
ジでご確認下さい。

写真はイメージ／城島高原パーク提供

【お問合せ】

2022年５月１６日(月)～５月３１日(火）

株式会社 大分航空トラベル

2022年５月０９日(月)～５月２４日(火)

大分県知事登録旅行業第２－２２６号(日本旅行業協会正会員)

※お申込みにあたり、ご参加者全員分の「ワクチン３回
接種証明証」をご用意ください
※旅割利用「同意書」「誓約書」の署名をお願いします
※ご旅行当日、ご本人様の「身分証明書」等をご持参く
ださい

大分営業所

Tel：０９７－５３６－０１２０／Fax：０９７－５３６－００２１
大分市舞鶴町１丁目２－１７ セゾン舞鶴２階
〈営業時間〉 平日１０時３０分～１６時００分(時短営業の為)
〈定 休 日〉

土・日・祝日

大人のグランドツアー

【初夏の日帰りマイカープラン】

コース番号

日帰り行程
ご自宅
指定駐車場
三の丸駐車場

伝統と格式を誇る「的山荘」で

お勧めスポット、今が見頃!

「城下かれい」 ミニ懐石

おおがファーム ローズガーデン

「満喫クーポン」利用可

ご自宅
（当日帰着）

・入場料は含みません、現地にてお支払い「満喫クーポン」利用可

的山荘前
写真はイメージ
各施設提供

・おおがファーム「ローズガーデンのあるハーブ園」／入園料900円／5月無休／Tel.0977-73-0012
・二階堂美術館 コレクション展「海を渡った日本画家たち」／観覧料800円／月曜休館／Tel.0977-73-1100
・日出城址～二の丸館～致道館 散策 【問】ひじ町ツーリズム協会／Tel.0977-72-4255

設定日
食事場所

食事内容

2022年５月23日（月）～ 31日（火）平日のみ

5/23.24.25.26.27.-.-.30.31

別府湾を一望する約3,670坪の広大な敷地に江戸時代以降の伝統手法を残した近代和風建築の
豪華な日本家屋、そして別府湾や高崎山を借景とした見事な庭園が広がります

日出町 「的山荘」

「城下かれい」 ミニ懐石
先付 / 膳菜 / 御碗 / 向付 「城下かれい」
蓋物 / 御食事 / 水物 / ソフトドリンク１杯付き
＊料理写真はイメージ（的山荘提供）

食事時間

①11:30～ ➁12:30～ ②13:30～ で受付

ご旅行代金

7,800円

お一人様/消費税含む

旅割補助金

2,500円

お支払実額

5,300円

満喫クーポン

2,000円分付！

(当日のみ有効）

送料
旅行条件

クーポン券類の送料として１件に付き 550円を申し受けます
●マイカー利用で当日発地帰着／２名様より受付／最少催行人員２名／昼食１回／添乗員同行なし
●旅行代金に含むもの:昼食代／指定駐車場代（超過代金は現地で各自精算）／企画料金
●メニューに含まない料飲代は現地精算（満喫クーポン利用可）高速料金・有料施設等の入場料は含まれていません

旅割助成金 ■助成金適用マイカープランご利用にあたり事前に参加者全員の下記❶と❷の提示(画像可)及び❸と❹の提出が必要です
❶ワクチン３回目接種証明書 ❷本人確認の書面 ❸「新しいおおいた旅割」利用における同意書 ❹誓約書
適用条件
■上記書面が提示、確認できない場合、該当者の旅行代金割引と満喫クーポン配布は対象外となります
その際、旅行代金の変更や取消料が発生します。取消料率は割引前の旅行代金を適用します
■助成金予算額達成次第、受付終了となります。感染状況等を踏まえ事業の途中で停止・中断する場合があります
その際、キャンセル料が発生する場合はお客様のご負担となり、助成金事業によるキャンセル料の補填はありません
大分県知事登録旅行業第2-226号JATA正会員

旅行主催
旅行業務取扱管理者:三浦研二

個人情報

●ご予約は所定の申込書にてFaxまたはEmailでお申込みください

Fax :097-536-0021 (Tel:097-536-0120)
Email:info@oita-air-travel.jp
営業時間:10:30-16:00（定休日:土日祝）
大分営業所:大分市舞鶴町1-2-17セゾン舞鶴２階〒870-0044

●お客様から取得した個人情報はマイカープランの手配とサービスの受領に必要な範囲内で利用します。 ●また「Fun to Travel」等の旅行情報をお
届けするために利用する場合がございます。 ●個人情報のお取り扱いについては弊社ホームページに記載しております。ご確認ください。

大人のグランドツアー

【初夏の日帰りマイカープラン】

コース番号

日帰り行程
指定駐車場
iichiko文化ｾﾝﾀｰ

OPAM 大分県立美術館
ご自宅

ご昼食 「シエル・アジュール」
「折鶴」 「セリーナ」

大分県立美術館

設定日
コース番号
食事場所
食事内容

徒歩

「満喫クーポン」利用可

「コシノジュンコ」 原点から現点
「観覧チケット」付き

ご自宅
（当日帰着）

ミュージアムショップで「満喫クーポン」利用可

2022年５月21日(土)／22日(日)／28日(土)／29日(日)
但し、8-ｃ「セリーナ」は 5月22日（日）を除く 5月21日、28日、29日受付

８-A

8-B

8-C

21階 フレンチレストラン

２階 日本料理

２階 オールディダイニング

『シエル・アジュール』

『折鶴』

『セリーナ』

ランチBプラン

四季御膳

デザート＆ランチブッフェ
ソフトドリンクバー付き（90分）

●アミューズ
●前菜の盛り合わせ
●本日のスープ
●牛フィレ肉のポワレ季節の野菜添え
●デザート●パン
●コーヒー又はロンネフェルト社の紅茶

●御造り
●籠盛(季節の小鉢7品)
●茶碗蒸し
●御飯 ●味噌汁
●香の物
●デザート

・グリンピースムース・棒棒鶏・エスカベッシュ・カ
モスモークのサラダ仕立て・春キャベツと海老の
カッペリーニ・ブルスケッタ・ローストポーク・フライ
ドチキン・ソーセージと茸のグラタン・地中海パ
エリア・白身魚の中華餡かけ・とろろ蕎麦・自
家製ピザ・本日のパスタ・自家製ビーフカレー・
本日のスープ・サラダ各種・フルーツ各種・フレ
ンチトースト・デザート各種

イメージ写真
（ホテル提供）

11:30～14:30

11:30～14:30

11:30～14:00

(ラストオーダー13:30)

(ラストオーダー14:00)

(ラストオーダー13:30)

7,000円

5,800円

4,200円

旅割補助金

2,500円

2,500円

2,100円

お支払実額

4,500円

3,300円

2,100円

満喫クーポン

2,000円分付！

2,000円分付！

2,000円分付！

食事時間
ご旅行代金
お一人様/消費税含む

(当日のみ有効）

送料
旅行条件

クーポン券類の送料として１件に付き 550円を申し受けます
●マイカー利用で当日発地帰着／２名様より受付／最少催行人員２名／昼食１回／添乗員同行なし
●旅行代金に含むもの:昼食代／コシノジュンコ展観覧券／指定駐車場代（超過代金は現地各自精算）／企画料金
●メニューに含まない料飲代は現地精算（満喫クーポン利用可）高速料金・有料施設等の入場料は含まれていません

旅割助成金 ■助成金適用マイカープランご利用にあたり事前に参加者全員の下記❶と❷の提示(画像可)及び❸と❹の提出が必要です
❶ワクチン３回目接種証明書 ❷本人確認の書面 ❸「新しいおおいた旅割」利用における同意書 ❹誓約書
適用条件
■上記書面が提示、確認できない場合、該当者の旅行代金割引と満喫クーポン配布は対象外となります
大分県知事登録旅行業第2-226号JATA正会員

Fax :097-536-0021 (Tel:097-536-0120)
Email:info@oita-air-travel.jp

旅行主催
旅行業務取扱管理者:三浦研二

個人情報

●ご予約は所定の申込書にてFaxまたはEmailでお申込みください

営業時間:10:30-16:00（定休日:土日祝）
大分営業所:大分市舞鶴町1-2-17セゾン舞鶴２階〒870-0044

●お客様から取得した個人情報はマイカープランの手配とサービスの受領に必要な範囲内で利用します。 ●また「Fun to Travel」等の旅行情報をお届
けするために利用する場合がございます。 ●個人情報のお取り扱いについては弊社ホームページに記載しております。ご確認ください。

