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ラッキーズ・
ジャンボトリプルバーガー

／イメージ（R）

ディアマンルージュランチ
／イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

「佐世保バーガーボーイ」／
©やなせたかし

※一部ご利用いた
　だけない店舗が
　あります。

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。

福岡の食文化「屋台」で、明太卵焼・ラーメンetc福岡の味と
雰囲気をお楽しみください。

※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。　※ゴールデンウィークは設定除外またはメニューがかわる場合がございますので、各自ご確認ください。
※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、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。）　※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。KYUSHU

きっぷ１枚につき、指定屋台の
ドリンク1杯+おすすめメニュー

福岡県
博多

九州のおすすめグルメがいっぱい

郷土料理

ご当地グルメ

名産みやげ

■施設：指定屋台　
　※詳しくはホームページ
　　（「屋台きっぷ」で検索）を
　　ご覧ください。
■引換場所：
　福岡市観光案内所（天神）
　（10：00～18：00）
■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

■施設：桜の小路23店舗
■営業時間：
　お土産処
　10:00～18:00
　お食事処
　（ランチ）11:30～15:00
　（ディナー）予約のみ可
　※店舗により異なります。
■ＴＥＬ：096-288-5577

イメージ（H）

イメージ（H）

福岡タワー４階 スカイラウンジ
「ルフージュ」（地上120ｍ）

※詳しくはホームページ
　（「佐世保観光コンベンション協会」
　で検索）をご覧ください。
■引換場所：佐世保観光情報センター
　（9：00～18：00）
■営業時間：店舗により異なります。
■ＴＥＬ：0956-22-6630
■ご案内：「佐世保バーガー編（2枚綴り）」と
　「レモンステーキ・海軍さんのビーフシチュー・バー編
　（4枚綴り）」の両チケットの受取となります。
　店舗ごとにチケットの使用枚数が異なります。

■営業時間：
　10：00～17：00（16：00）
■TEL：0977-24-1811
■ご案内：
　2階「竹未来館」では
　別府の特産品「竹細工」の
　歴史をご覧いただけます。
　（入場無料）

■営業時間：
　11：30～14：00（13：30）
■TEL：0977-84-5111
■ご案内：追加代金で
　ステーキを牛フィレ
　またはサーロインに
　変更できます。
　（現地払い・申し込み）

①メインに魚料理と肉料理の両方を
　お召し上がりいただくフレンチコース
②黒毛和牛の産地宮崎県の“宮崎牛”

■施設：宮崎観光ホテル　
　①モダンフレンチ　ディアマンルージュ　
　②宮崎牛専門店　大淀河畔みやちく
■営業時間：①11：30～14：00（13：45）
　②11：00～15：00（14：00）
■TEL：①0985-32-5910　②0985-62-1129
■ご案内：①②のいずれか1施設の利用となります。
　5/3～7、8/11～15は利用できません。
　①メニューはムニュセゾンＡ　
　②ステーキは上ロース50ｇ＆赤身50ｇ

■営業時間：
　 11：30～14：30
　（14：00）
■TEL：
　0985-65-2913

■営業時間：
　11：00～17：00（16：00）
■ＴＥＬ：0995-58-2535
■ご案内：定休日／水曜日
　隣接の焼酎工場ではガラス越しに
　焼酎造りの工程や熟成の様子の
　見学もできます。
　鹿児島空港間の無料送迎（約3分）あり。

■営業時間：
　11：00～14：00
　（13：30）
■TEL：
　0993-83-3186

■営業時間：11：30～15：00（14：30）
■TEL：0993-23-0214
■ご案内：薩摩伝承館では薩摩の偉人ゆかり
　の品々約380点を常時展示しています。
　（営業時間8:30～18:00）

屋台きっぷ2枚
福岡県
博多

■営業時間：
　10：30～22：00（19：00）
■ＴＥＬ：092-833-8133
■ご案内
　福岡タワー営業時間：
　9：30～22：00（21：30）
　福岡タワー・レストラン
　休館日：6/26・27

国産牛ロース肉の炙りステーキセット
+福岡タワー展望入場券

柳川名物うなぎのセイロ蒸しを日本庭園松濤園を眺めなが
らお召し上がりください。

イメージ（H）

御花レストラン対月館

福岡県
柳川

■営業時間：11：00～15：00
　（14：30）
■TEL：0944-73-2217
■ご案内：御花入園券で、
　レストラン対月館のほか、松濤園、
　大広間（4月～8月改修工事）、
　西洋館、立花家史料館へ
　ご入園いただけます。
　休館日：7/11・12

上うなぎのセイロ蒸し+
御花入園券

活気と個性あふれる25店舗の屋台が”かごっま弁”でお出迎え
。鹿児島の旬の食材・郷土料理・焼酎eteをお楽しみください。

イメージ（H）

かごっまふるさと屋台村内店舗
（全25店）

鹿児島県
鹿児島

100年の歴史を誇る老舗麹屋の麴と鹿児島の食材を使っ
た身体に優しい麴料理。

イメージ（H）

バレルバレープラハ＆GEN（麹の里）

鹿児島県
霧島 麴籠盛膳

（こうじかごもりぜん）

武家屋敷内にある店主の生家を開放した「高城庵」。薩摩
の郷土料理をお膳でいただきます。

イメージ（H）

郷土料理  高城庵（たきあん）

鹿児島県
知覧 高城庵セット殿様御膳

2種類のパスタから選べるイタリアンランチ（Ａコース）＆薩
摩伝承館では薩摩ゆかりの
コレクションをご覧ください。

イメージ（H）

指宿白水館　薩摩伝承館内
レストランフェニーチェ

鹿児島県
指宿

イタリアンランチ+
薩摩伝承館入館券

宮崎県
宮崎

フレンチコースまたは
ステーキランチコース

全席個室の食事処で、日向灘沖等で獲れる新鮮な海鮮を
和食会席でお召し上がりください。

イメージ（H）

ＡＮＡホリデイ・インリゾート宮崎
和食処旬魚日向雫（ひむかしずく）

宮崎県
青島 和～なごみ～会席

第9回全国和牛能力共進会で日本一
の称号を得た「高千穂牛」

イメージ（H）

高千穂牛レストラン和（なごみ）

宮崎県
高千穂

■営業時間：
11：00～14：30（14：00）
■TEL：0982-73-1109
■ご案内：
　定休日／毎月第2水曜日
　ステーキは100ｇとなり、
　セットメニューでの
　ご提供となります。

高千穂牛ロース
ステーキランチ

「生」「炙り」「創作」の3種類の握り膳。名水百選の出の山
の清らかな水で育ったチョウザメの魚肉は味・食感ともに鯛
やヒラメのような上品な味わいです。

イメージ（H）

出の山いこいの家

宮崎県
小林

■営業時間：
　11：00～14：00（13：00）
■ＴＥＬ：0984-22-5151
■ご案内
　定休日／水曜日

チョウザメにぎり膳
（チキン南蛮＆マスの塩焼き）

かごっまふるさと屋台村
お食事利用券2,000円分

大分の郷土料理『だんご汁』と『とり天』をセット＆おすすめ
の大分土産（かぼすかりんとう＆糸こんにゃくきくらげ佃煮）

大分県で育った黒毛和種の和牛「豊後牛」のステーキセットメニュー

イメージ（H）

別府交通センターレストランちくし

大分県
別府 大分名物膳＆お土産

イメージ（H）

ゆふいんホテル秀峰館
ガーデンステーキレストラン 花時季

大分県
由布院

ゆふいん牛ランチコース
（豊後牛もも肉ステーキ）

雄大な由布岳を望みながら、素材を生かしたお食事をお召し上が
りいただきます。お買い物券は併設の菓子工房でご利用いただけ
ます。お土産は五衛門
オリジナル半熟チーズ
ケーキがおすすめ！

イメージ（H）

ゆふいん菓子工房五衛門
（食彩や）

大分県
由布院

■営業時間：
　11：00～14：00（13：30） 
■ＴＥＬ：0977-85-5089

五衛門鶏陶板焼ランチ+
お買い物券1,500円分

熊本県内選りすぐりのお土産や食事処が立ち並ぶ城彩苑
内・桜の小路23店舗で使える利用券

イメージ（H）

イメージ（H）

桜の馬場城彩苑 

熊本県
熊本

お買い物飲食券
3,300円分

■営業時間：
　11：00～22：30（13：30）
　※10/1以降は22：00（21：00）まで
■ＴＥＬ：0969-23-2103
■ご案内：定休日／水曜日

近大生まれの天草育ち。完全養殖の｢天空まぐろ｣を含むリ
ッチな海鮮丼です。

天草地魚料理 いけすやまもと

熊本県
天草 天草「超」ぜいたく丼

■営業時間：
　11：00～14：00（13：30）
■ＴＥＬ：0966-22-2171
■ご案内
　日帰り温泉入浴のご利用時間は
　11：00～14：00となります。

地元人吉・球磨の食材をふんだんに使用した会席をお召し
上がりいただきます。眼下に球磨川を望む露天風呂もあわ
せてお楽しみください。

清流山水花 あゆの里

熊本県
人吉

季節の会席お料理+
日帰り温泉入浴

長崎市新地エリアにある中国料理店で使えるお食事利用
券です。

玄海の荒波で育った呼子名物・活イカをお造り・天ぷら・いか
しゅうまいでお召し上がりください。

中国料理館  会楽園

長崎県
長崎

■営業時間：
　11：00～21：30（20：00）
■TEL：095-822-4261
■ご案内：
　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。

中国料理お食事利用券
3,000円分
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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

長崎県
佐世保

ハウステンボスミールカード
3,000円分

佐世保バーガーやレモンステーキ、海軍さんのビーフシチ
ューなど佐世保を代表する人気グルメを楽しめるチケット

佐世保バーガー店全14店舗、
レモンステーキ店等15店舗

長崎県
佐世保

SASEBO港まち
グルメチケット

イメージ（H）

イメージ（H）

長崎原爆資料館から徒歩１分のレストランです。また、真珠
貝から真珠を取り出す真珠の玉出し体験付き。
干支ストラップに加工して
お渡しいたします。

長崎龍宴（園田真珠）

長崎県
長崎

■営業時間：
　10：30～16：00（15：30）
■ＴＥＬ：095-845-5111

松華堂中華セット＆
真珠の玉出し体験

※3店舗から1施設お選びいただけます。

①伊万里牛すてーき重　
②伊万里牛ステーキと伊万里牛サラダ

③レモンステーキ重

佐賀県
伊万里

■施設：①伊万里ロジエ　
　　　 ②小次郎寿司
　　　 ③レストランチムニー
■営業時間：
　①10：30～14：00（13：30）
　②11：30～14：00（13：30）
　③12：00～14：00（13：30）
■TEL：①0955-23-3289　
           ②0955-23-8196　
           ③0955-23-0515

伊万里牛の重箱御膳

玄海いか舟処  呼子海舟（本店）

佐賀県
呼子

■営業時間：
　11：00～18：00（17：00）
■ＴＥＬ：0955-82-5977
■ご案内
　季節によりイカの大きさが
　異なるため、おひとり様1匹
　とは限りません。

いか活き造り定食

GOURMET
COUPON

BIG HOLIDAY

ビッグホリデーエンジョイグルメクーポン おひとり様1枚付！！
･下記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 お客様には付きません。
･出発日の前日から起算して 50日を過ぎて予約内容を変更 された場合は対象外となります。※Choice de Choice「宿泊のみのコース」　は対象外となります。

EnjoyEnjoy!! ●対象コース：旅スマイル　全コース対象（Choice de Choice [宿泊のみコース」を除く）

早期
申込

が

お得
！！

■P5・6掲載の施設の中から1ヶ所でご利用いただけます。 ■無料の乳児、添い寝代金のお客様には付きません。また、Choice de Choice（P20～36）：「宿泊のみコース」は対象外となります。

50日前までに
予約完了なら

ビッグホリデーEnjoyグルメ
クーポンが付いてくる！！
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事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（5日前まで）

事前予約制
（2日前まで）

事前予約制
（前日まで）

■営業時間：12：00～14：00
　　　　　 17：00～24：00　
　※店舗により異なります。
　各店舗の営業日・時間は
　ホームページ
　（「かごっま屋台村」で検索）を
　ご覧ください。
■ご案内
　定休日／第1・3月曜日（祝日の場合は翌日）
　お支払いは店舗毎となり、
　お釣りはでません。また、超過分の
　お支払いは現金にてご精算ください。

200年の歴史を誇る伝統的黒酢製法に則り製造した、有機
3年熟成黒酢をふんだんに使用した黒酢料理。自社有機農
園の有機野菜をつかった、5種類のメニューからお選びいた
だけます。

イメージ（H）

黒酢の郷
桷志田（かくいだ）

鹿児島県
霧島

黒酢料理＆桷志田（かくいだ）
黒酢ドレッシングのお土産

■営業時間：
11：00～15：00（14：30）
■ＴＥＬ：0995-55-3231
■ご案内：桜島と錦江湾をバック
　に広がる福山黒酢の壷畑。
　旅の思い出になる記念撮影
　スポットにおすすめです。

または“みやざき和牛”をお客様の目の前で調理するステーキランチコース

■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）
　ハウステンボス休業日：6/27・28

予約受付
9：30～16：00

伊万里牛すてーき重／イメージ（R） ※いかは6人盛／イメージ（H）


