
事前予約制（前日まで） ※お客様ご自身でご予約ください。

「屋台きっぷ」・「うどんきっぷ」・
「餃子きっぷ」・「焼きとりきっぷ」福岡 はねや福岡

「昆布明太子」又は「辛子明太子（切子）」
と引換可能なクーポン

旧門司三井倶楽部福岡 玄海いか舟処 海舟佐賀

門司港レトロ
お得クウポン

ビッグホリデーEnjoy!クーポンのご案内 Enjoy！クーポンマーク

マークの見方

※ご利用は、同一グループ・同一メニューの利用限定となります。　
※各施設、混雑時は満席や団体・祭事による貸切の為ご利用いただけない場合がございます。　
※事前予約が必要な施設の場合、ご予約、変更、取消の手続きはお客様ご自身で行なってください。
　その他の施設も事前にご確認いただき、ご予約されることをおすすめいたします。
　（ご利用施設によっては事前予約できない場合がございます。）
※ご予約の際にビッグホリデーのEnjoy！クーポンを利用する旨をお伝えください。
※施設情報内の営業時間（　）内は最終受付時間です。　※施設の都合により内容の変更・中止となる場合がございます。
※未使用の場合でも払い戻しは致しません。　※各施設の注意事項は「出発のご案内」をご覧ください。
※営業日・営業時間及び運休日等は変更となる場合がございますので最新の情報をご確認ください。

共通グルメきっぷ1枚 明太子お土産

■施設：指定店舗       
※詳しくはホームページ（「グルメきっぷ」で検索）をご覧ください。 
■引換場所：福岡市観光案内所（天神）（9：30～19：00）
■営業時間：店舗により異なります。
　日曜・月曜・雨天時はお休みとなる場合がございます。
■TEL：092-751-6904       

■引換場所：ふく富 デイトス店
  （JR博多駅みやげもん市場内）
■営業時間：8:00～21:00
■TEL:092-413-2314

大分

■引換場所：
　日田市観光協会案内所
　（9：00～17：00）
■営業時間：各店舗の営業時間に準ずる
■TEL：0973-22-2036（日田市観光協会）

「日田やきそば」
食べ比べプラン
参加店舗10店舗の中から2店舗

日田やきそば
ハーフサイズ×２食、
レンタサイクル
１００円引き

福岡タワー福岡
福岡タワーは
全長234mの
日本一の
海浜タワー。
日中は展望室
から博多湾など
が大パノラマで
楽しめます。

福岡タワー展望入場券+
ラーメン3食セット

■営業時間：9:30～22:00（21:30）
■引換場所：博多でんや（9：00～19：00
　※引換は18：30まで）
■定休日：6/28・29
■TEL:092-833-8133

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（AT）

イメージ（H）

イメージ（H）

有田焼下絵付け体験

イメージ（H）

カステラスイーツ
「長崎しょこらあと」お土産

長崎 九十九島パールシーリゾート

■引換場所：遊覧船受付
■営業時間：10:00～12：00、13：00～15:00
　の間の30分毎に運航。
■TEL：0956-28-4187
■ご案内：悪天候や海上不良のため欠航となる
　場合がございます。また、ドック入りの為運休
　となる日程・時間がございます。
　詳しくは九十九島パールシーリゾート
　ホームページをご覧ください。

九十九島の青い海と
島々を巡り、
すばらしい景色を
お楽しみください。

九十九島遊覧船
乗船券

長崎 ハウステンボス

■引換場所：ハウステンボス各入場ゲート・入場券売り場
■営業時間：店舗により異なります。
■ご案内：ハウステンボス入園には別途入場券
　のご購入が必要です。（各自負担）お釣りは
　でません。また、超過分のお支払いは現地で
　現金にてご精算ください。
※一部ご利用いただけない店舗があります。

ハウステンボス園内のカフェ・レストランで
利用できる
ミールカード

ハウステンボス
ミールカード1,000円分

イメージ（H）

イメージ（H）イメージ（H）

長崎 長崎出島ワーフ

■引換場所：指定店舗
■営業時間：店舗により異なります。
■ご案内：お釣りは出ません。
　また、超過分のお支払いは現地にてご精算ください。

長崎港から徒歩数分の出島ワーフ。
ベイエリアに飲食店が集まる複合施設です。

長崎出島ワーフ
お食事券1,000円分

■引換場所：
　旬彩館JR熊本駅店、
　旬彩館城彩苑桜の小路店、
　旬彩館阿蘇くまもと空港店、くまもんビレッジ
■営業時間：各店舗の営業時間に準ずる
　クーポン券引換え後の払戻しはできません。

熊本 くまもっと！ラーメンマル得クーポン   

くまもっと！ラーメンマル得クーポン
引換券

それぞれ自慢の熊本ラーメンを
提供してくれる9店で、いつもより
お得に楽しめる
お得なクーポンを
用意しました。

イメージ（H）
■引換場所：サクラマチクマモト2Fバス案内所
■引換時間：7:30～20：00
■ご案内：高速バス、特急バス、快速バス、
　九州横断バス、空港リムジンバス、
　熊本バス（株）にはご利用できません。
　クーポン券引換え後の払戻しはできません。

熊本 わくわく1dayパス

熊本市内のバス、電車、市電
一日乗車券

熊本市内の路線バス、
市電、電鉄電車を指定の
区間内なら有効期間の
１日間に限り、
何回でも
乗り降りできます。

イメージ（H）

熊本 瀬の本レストハウス

松花堂豚陶板焼膳

イメージ（H）

■利用時間：8：30～15：30
■定休日：年中無休
■TEL：0967-44-0011

事前予約制（3日前まで）

事前予約制（前日まで）

熊本

天草クルーズ
1,000円割引券
シークルーズ

■利用方法：クルーズ船乗船券購入時に提出
■営業時間：船によって異なります。営業日・
　時間はシークルーズ公式サイトをご覧ください
■TEL：0969-56-2458
■ご案内：2名様からのご利用となります。

天草五橋を眺めるクルーズや
イルカウォッチングなどで使えます！

イメージ（H）

別府交通センター　お土産
又はお食事1,000円分

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：9：00～17：00
 （2Fレストランは11：00～15：00（L.O14：30））
■ご案内：お釣りは出ません。
　1枚につき、売店・レストランのどちらか
　１ヶ所での利用となります。

売店・レストランで
の精算時に
1,000円分の
お買い物券又は
お食事券として
利用可能。

イメージ（H）

別府・鉄輪
湯けむりまち歩きクーポン

■引換場所：JR別府駅観光案内所（8：30～17：30）
　a side-満寿屋（11：00～19：00※日曜日除く）
■営業時間：各店舗の営業時間に準ずる
■TEL：0977-24-2828

イメージ（H）

スイーツセットor
お買い物券

大分 菓子工房五衛門
「茶Cha GOEMON」和スイーツ団子　+
タピオカドリンクのセットまたは「ゆふいん五衛門」
各店舗にてお買い物券1,000円分を利用可能。

■提出場所：ご利用店舗
■営業時間：9：00～17：00
■TEL：0977-28-2520

イメージ（H）
イメージ（H）

宮交タクシー専用
乗車チケット1,000円分チキン南蛮定食

宮交タクシー青島屋宮崎 宮崎
宮交タクシーの
乗車代金として
利用可能な
1000円分
クーポン

日南鶏のムネ肉を使用したヘルシーだけど
食べ応え抜群の人気商品です。

イメージ（H）

イメージ（H）

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：10:00～15：00
■TEL：0985-65-1121

■提出場所：料金会計時
■TEL：0985-22-4141（宮崎市内）
　宮崎市外でご利用希望の場合は上記電話番号に
　お掛けください。その際、担当者が該当地区番号を
　ご案内します。
■ご案内：お釣りは出ません。
　また超過分のお支払いは
　現金にてご精算ください。

仙巌園・尚古集成館
入園券

指定のフルーツ黒酢スムージー1杯
と5年熟成黒酢100mℓボトル

仙巌園 黒酢の郷　桷志田鹿児島鹿児島
錦江湾や桜島を借景にした日本を代表する
大名庭園

有機玄米を5年の歳月をかけて壷で
ゆっくり発酵、素材・製法・伝統に
とことんこだわった
料理用黒酢の
お土産

■提出場所：入園受付
■営業時間：9:00～17：00
■定休日：年中無休　■TEL：099-247-1551

■引換場所：店舗注文時
■営業時間：11：00～15：00
■TEL：0995-55-3231

知覧桜見亭
お買い物券1,000円分

知覧桜見亭鹿児島
「かるかん」「さつま揚げ」をはじめ、地元知覧の
お茶など様々なお土産を数多く取り揃えております。

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：9:00～17：00
■TEL：0993-83-3211
■ご案内：お釣りは出ません。また超過分のお支払いは
　現金にてご精算ください。

バレルバレー・プラハ＆GEN
お買い物券1,000円分
バレルバレー・プラハ＆GEN鹿児島

自社工場で造られた焼酎やマッコリや甘酒などの
麹製品は、ここでしか買えない貴重な商品ばかり。

■引換場所：店舗会計時　■営業時間：9:00～17：00　
■定休日：水曜日（レストラン）　■TEL：0995-58-2535
■ご案内：お釣りは出ません。また超過分のお支払いは
　現金にてご精算ください。

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

■引換場所：旧門司三井倶楽部内受付
■利用時間：10：00～17：00
■営業時間：店舗により異なります。
■TEL：093-321-4151

門司港レトロ地区の観光施設や
飲食店など約90店舗で利用可能

有田ポーセリンパーク佐賀

■引換場所：有田ポーセリンパーク　有田焼工房
■営業時間：10:00～16:00（最終受付15:00）、
■TEL：0955-41-0030

うれしのお茶ちゃ村佐賀

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：8:30～18：00　■TEL：0954-43-1188
■ご案内：ソフトクリームは完売となる場合もございます。

大分 別府交通センター大分 鉄輪地区内の参加加盟店舗

長崎 和泉屋

■引換場所：各店舗店頭にて
　和泉屋（平和公園前店、オランダ物産館、
　愛のベルハウス、佐世保大塔インター店）
■営業時間：店舗によって異なります。

長崎しょこらあと
（0.7号6カット入り ホワイトまたはチョコ）
と引換可能なお土産券

屋台、うどん、餃
子、焼きとりの中
から１つご利用い
ただけます。

玄海いか舟処 海舟
お食事1,000円分

■営業時間：11：00～17：00
■定休日：お盆
■ご案内：お釣りは出ません。
　また、超過分のお支払いは現地にてご精算ください。

精算時に1,000
円分のお食事券
として利用可能。
活きイカなど玄海
灘で獲れた新鮮
な海鮮をお楽しみ
いただけます。

※お客様ご自身で
　ご予約ください。

福岡県

長崎県

佐賀県

大分県

宮崎県

鹿児島県

イメージ（AT）イメージ（AT）

スイーツ＆園内見学

指宿マンゴーの森鹿児島
①～③よりおひとつご利用いただけます。
①カットフルーツ
②カフェ＆カットフルーツ
③フローズンマンゴーサンデー＆
　ワンダーフルーツ
　サンデーカットフルーツ

■引換場所：
　入園引換時
■営業時間：
　9:30～17：00
■TEL：0993-35-0032

食事 観光 体験買物 交通

イメージ（AT）

イメージ（H）

イメージ（H）

福岡の街並み／イメージ（AT）

九十九島／イメージ（AT）

虹の松原／イメージ（AT）

別府温泉・海地獄／イメージ（AT）

青島神社・鬼の洗濯岩／イメージ（AT）

城山公園展望台から見た桜島／イメージ（AT）

※お客様ご自身でご予約ください。

仕上げたての嬉野茶をはじめ、佐賀、嬉野の
お土産として喜ばれる品々を多数取り揃えて
おります。
抹茶ソフトクリームが
オススメです。

イメージ（H）

うれしのお茶ちゃ村
お買い物券1,000円分

■利用方法：体験前に係員に提示
■営業時間：10:00～15：00
■TEL：095-845-5111

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：8:30～17：30
■TEL：095-845-5828

イメージ（H）イメージ（H）

園田真珠

長崎 ①カステラ半斤と皿うどん2人前または
　ちゃんぽん2人前いずれかのお土産

②真珠玉出し体験
　（干支ストラップ加工付）

事前予約制（前日まで） ※お客様ご自身でご予約ください。 事前予約制（前日15時まで）※お客様ご自身でご予約ください。

熊本県

熊本城／イメージ（AT）

宮崎観光ホテル

ホテルレストラン
〈食彩健美一木一草〉宮崎

■利用方法：店舗にて提示
■営業時間：11:30～14：30（L.O.14:00）
■定休日：水曜日

イメージ（H）

地元宮崎の
食の豊かさを
バイキング
スタイルにて
存分にお楽しみ
ください。イメージ（H）

おひとり様
1枚付！！

･P3・4記載の施設の中から1ヶ所で
　ご利用いただけます。　
･無料の乳児、添い寝代金のお子様には
　付きません。

※別府と由布院（P5)、屋久島（P)、自由自在「宿泊のみ」コース（P9～19)は対象外です。
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