
大分県民限定のお得なプラン！！  “新しいおおいた旅割事業” 支援対象 
 

             

日帰りグルメ マイカープラン 第 2 弾！ 
 

お食事 ＆ 駐車券セットプラン 

             旅行代金 2,500円の割引補助 ＋ 2,000円の満喫クーポン付き!! 
        

■ お申込期間     令和３年１１月１５日（月）～ 令和３年１２月１７日（金） 
                  

                        ※割引予算がなくなり次第終了となりますので予めご了承下さい。 

 

              ■ 実施期間       令和３年１１月１５日（月）～ 令和３年１２月３１日（金） 

  

■ お申込要領 

・当社へご希望のお食事場所・日時をご連絡下さい。(ご希望日の 4 日前まで) 

・空席状況を確認し、お客様へご連絡致します。 

・ご利用日前日迄に当社との間で代金のご清算(現金又は OC カード)が必要となります。 

※ご清算方法については、お申込の際にお伝えします。 

※お取扱手数料として、お１人様：330 円が必要となります。 

        ※当事業は多くのお客様にご利用頂くことを目的としている為、 

お一人様「３件まで」の予約とさせて頂きます。 

 

■取消手数料について 

           ・お申込日～ご利用日の５日前・・・・１予約：550 円 

・ご利用日の 4 日前～2 日前・・・・・お１人様：1,000 円 

・ご利用日前日・・・・・・・・・・・お１人様：2,000 円 

・ご利用日当日              ・・・・お１人様：5,000 円 

 

■変更手数料について 

          ・ご利用店舗、日時、人数の変更につきましては、１予約：550 円 

           （変更時期や内容により取消手数料が必要な場合がございます） 

 

   【お申込・お問合せ】                          

 
            大分県知事登録第２種－１３１号 ㈳全国旅行業協会会員    
 

             

 大分市末広町２丁目３番 28 号   
 

TEL：０９７‐５３４‐０１２３  FAX：０９７‐５３４‐４４５７ 
 

             〈営業時間〉 平日 ９時００分～１７時００分  

                      ※窓口営業は１５時００分まで 

〈定休日〉  土・日・祝日 

                                           



■大分 レンブラントホテル 「鉄板焼 山茶花」＆ まちなか散策     

 

■大分 レンブラントホテル「日本料理 富貴野」＆ まちなか散策     

 

 

行程：ご自宅＝＝まちなか散策＝＝★「鉄板焼 山茶花」(食事)＝＝ご自宅 

★お食事：レンブラントホテル大分 鉄板焼「山茶花」 [昼食]   

定休日：毎週水・木曜日 

※お申込は 2 名様以上より承ります(※1 名様利用不可) 

食事内容：特選牛フィレステーキコース （前菜・季節のサラダ・シーフード３種・焼き野菜 

      フィレステーキ 100ｇ・ガーリックライス・味噌汁・香の物・デザート・コーヒー） 

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 

 

 

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 
                    

・当店＆OitaMade 赤レンガ本店 など

 

★駐車券：大分市 サンサン通り沿い駐車場

 

料理写真：イメージ   

行程：ご自宅＝＝まちなか散策＝＝★「日本料理 富貴野」(食事)＝＝ご自宅 

★お食事：レンブラントホテル大分「日本料理 富貴野」 [昼食]又は[夕食(土曜日のみ)]   

定休日：毎週水・木曜日 

※お申込は 2 名様以上より承ります(※1 名様利用不可) 

食事内容：季節のおまかせ会席 （前菜・椀物・造里・替鉢・蒸し物・揚物・お食事・水菓子） 

旅行代金：5,500 円 ⇒ (補助金適用後)：3,000 円 

 

満喫クーポン 2,000 円分付 

 

 

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 
                

・当店＆OitaMade 赤レンガ本店 など

 

★駐車券：大分市 サンサン通り沿い駐車場

 

料理写真：イメージ   



■大分 「焼肉・ホルモン たつみ」＆ まちなか散策  

 

■大分 「中華料理 李白」＆ まちなか散策  

 

 

行程：ご自宅＝＝まちなか散策＝＝★中華料理 李白(食事)＝＝ご自宅 

★お食事：中華料理 李白  [昼食]又は[夕食]  定休日：なし 

※お申込は 2 名様以上より承ります(※1 名様利用不可) 

食事内容：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炒め・海老のチリソース・ 

              鶏の唐揚げ・豚ヒレ肉の黒酢あんかけ・ベーコンと玉ねぎのスープ・ 

              野菜入り焼き飯・アーモンドミルク入り杏仁ムース) 

旅行代金：5,500 円 ⇒ (補助金適用後)：3,000 円 

 

満喫クーポン 2,000 円分付 
 

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 
                    

・OitaMade 赤レンガ本店 など

 

★駐車券：大分市 サンサン通り沿い駐車場

 

 

料理写真：イメージ(写真は 2 名様盛り)   

 

 

行程：ご自宅＝＝まちなか散策＝＝★焼肉・ホルモン たつみ(食事)＝＝ご自宅 

★お食事：焼肉・ホルモン たつみ   [夕食]   

定休日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 

※お申込は 2 名様以上より承ります(※1 名様利用不可) 

食事内容：特選たつみコース (白菜キムチ・サンチュ・上タン塩・骨付カルビ・上マクミ 

      並カルビ・並ロース・ホルモン・上ホルモン・冷麺ハーフ・ライス・最中アイス) 

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 

 

 

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 
                     

・当店＆OitaMade 赤レンガ本店 など

 

★駐車券：大分市 サンサン通り沿い駐車場

 

料理写真：イメージ(写真は 2 名様盛り)   



■ 別府 「焼肉元相 本店」＆ 別府まちなか散策  

 

 

行程：ご自宅＝＝別府まちなか（散策）＝＝★焼肉元相 本店(食事)＝＝ご自宅 

★お食事：焼肉元相 本店  [昼食]又は[夕食]  定休日：毎週水曜日 

食事内容：焼肉コース料理(一品・サラダ・塩焼・赤肉・内臓・飯物・デザート) 

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 

  ～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

                         ・トキハ別府店 など 

  ★駐車券：トキハ別府店 

 

料理写真：イメージ(写真は 2 名様盛り) 

 

 

 

■ 別府 「とよ常 本店」＆ 竹瓦路地裏散策  

 

 

行程：ご自宅＝＝竹瓦路地裏（散策）＝＝★とよ常 本店（食事）＝＝ご自宅 

★お食事：とよ常 本店   [昼食]又は[夕食]  定休日：毎週水曜日 

食事内容：とよ常ミニコース(前菜三種・刺身四種盛り・穴子の一本揚げ・鍋(時期により異なる) 

              玉地蒸し・地鶏飯もしくは天丼・赤出汁・香の物・デザート) 

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 

  ～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

                      ・トキハ別府店 など 

★駐車券：トキハ別府店 
 

料理写真：イメージ 

 

 



 

■ 佐伯 「錦寿司」と佐伯歴史 ＆ 文学の道探訪  

 

 

行程：ご自宅＝＝佐伯歴史と文学の道（散策）＝＝★錦寿司（食事）＝＝ご自宅 

★お食事：錦寿司 [昼食]又は [夕食] 定休日 毎週水曜日 

食事内容：名物ジャンボ寿司セット(にぎり寿司(地魚など)9 貫、汁物、小鉢、 

茶碗むし、カボスシャーベット) 

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 

                    ～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

                      ・さいき海の市場○ など 

                         ★駐車券：佐伯駅前駐車場 
 

料理写真：イメージ 

 

 

 

 

■ 臼杵 「割烹みつご」のふぐ料理 ＆ 二王座歴史の道散策  

 

 

行程：ご自宅＝＝二王座歴史の道（散策）＝＝★割烹みつご（食事）＝＝ご自宅 

★お食事：割烹みつご [昼食]又は[夕食]  定休日：不定休 

食事内容：活ふぐ会席(ふぐ刺し【小皿約 12 切】・白子豆腐・ふぐ寿司（2 カン）・ふぐ唐揚・茶碗蒸し 

ふぐシューマイ・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 

             
   

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

・臼杵みなと市場 など 

                                        ★駐車券：臼杵市営下屋敷駐車場 
 

料理写真：イメージ 

 

 



 

■ 宇佐 「うなぎ料理 竹の屋」のひつまぶし ＆ 宇佐神宮参拝  

 

 

行程：ご自宅＝＝宇佐神宮（参拝）＝=★竹の屋（食事）＝＝ご自宅 

★お食事：竹の屋 [昼食]又は[夕食]  定休日：毎週木曜日 

食事内容：おひつまぶし御膳「うなぎ約１尾使用」（ひつまぶし・香の物・デザート） 

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 

           ～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

                      ・里の駅小の岩の庄 など 

 ★駐車券：八幡駐車場 
 

 

料理写真：イメージ 

 

 

 

 

■ 日出町/杵築 「的山荘」＆ 杵築城下町散策  

 

 

行程：ご自宅＝＝杵築城下町（散策）＝＝★的山荘（食事）＝＝ご自宅 

★お食事：的山荘  [昼食]のみ  定休日：なし 

食事内容：季節のミニ会席(箸附・膳菜・煮物・椀物・向附・蓋物・強肴・油物・留椀・水物) 

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 

～産品お買い物施設/満喫クーポン利用可～ 

                       ・杵築ふるさと産業館 など 

                        

★駐車券：日出若宮八幡神社 

 

料理写真：イメージ 

 

 

 


