
★上記料金は、 小型タクシーを 1台ご利用になった場合のお一人様あたり料金となります。
★中学生以上は大人料金となります。 また、 幼児は無料となりますが、 幼児分のお食事代は実費にてご負担となります。

ご自宅

注意事項

ご自宅タクシー 観光地 食事処 タクシー

プラン内容

催行期間 2021年 10月 6日 （水） ～ 12月 26日 （日）
【受付締切】 出発日の 3営業日前まで　　【最小催行人員】 大人 2名様以上から催行
※このプランは、 県内在住の方のみ対象となります。

プラン料金

☎
長崎県知事登録旅行業　地域 -172 号　全国旅行業協会 正会員登録　国内旅行業務取扱管理者　高城 裕美

一般社団法人 壱 岐 市 観 光 連 盟 0 9 2 0 - 4 7 - 3 7 1 5旅行企画
実　　施

このプランは、 国の地域観光事業支援により旅行代金の半額 （最大 5,000 円） の助成を受けています。
予算がなくなり次第販売を終了いたします。 また、 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、 販売を中止する場合があります。

ご自宅とお食事処までのタクシー往復と食事代がセットになった日帰りプランです！
ハンドルキーパーも心配ご無用ですので、 アルコールもゆっくりお楽しみいただけます。

最大 120分 最大 30分最大 30分

プラン加盟店舗及びご提供する食事メニュー （お品書き） は、 本紙裏面に掲載しております。
また、 ホームページ 「壱岐観光ナビ」 でもご確認いただけます。

①往路 （観光地立ち寄りを含む） ・ 復路とも、 タクシーでの移動時間は最大 30分までとなります。
②新型コロナウイルス感染予防の観点から、 お食事処での滞在時間は最大 120分までとさせていただきます。
③ご帰宅の際のタクシー配車 （出発） 時間は、 滞在時間に限らず最終午後 9時 30分となります。

タ ク シ ー を 使 っ て 壱 岐 の グ ル メ を 楽 し も う ！

日帰りプラン

「ランチ＆岩盤浴･低温サウナ (９０分）
（5,000 円相当）＋タクシー」

「ランチ＆入浴
（5,000 円相当）＋タクシー」

壱岐イルカパーク＆リゾートプラン
「BBQ （3,500 円相当）＆入園＋タクシー」

旅行代金利用人数

２名

３名

４名

小人

9,000 4,500 4,500 2,000

8,000 4,000 4,000 2,000

7,000 3,500 3,500 2,000

5,000 2,500 2,500 2,000

給付額 実負担額 クーポン

２名

３名

４名

小人

8,000 4,000 4,000 2,000

7,000 3,500 3,500 2,000

6,000 3,000 3,000 2,000

5,000 2,500 2,500 2,000

旅行代金利用人数 給付額 実負担額 クーポン

プラン加盟飲食店
「ディナー （5,000 円相当）＋タクシー」　

プラン加盟飲食店
「ディナー （3,500 円相当）＋タクシー」

旅行代金利用人数

２名

３名

４名

小人

10,000 5,000 5,000 2,000

9,000 4,500 4,500 2,000

8,000 4,000 4,000 2,000

5,000 2,500 2,500 2,000

給付額 実負担額 クーポン

２名

３名

４名

小人

8,000 4,000 4,000 2,000

7,000 3,500 3,500 2,000

6,000 3,000 3,000 2,000

5,000 2,500 2,500 2,000

旅行代金利用人数 給付額 実負担額 クーポン

ランチ
でも でも

ディナー

地域限定クーポン付き
２０００円分

お一人様あたり 「お食事＋タクシー」

ディナーコースランチコース

出発 ・帰着

壱岐ステラコート太安閣 国民宿舎壱岐島荘

Ａ

Ｂ

お申し込みはインターネットまたは壱岐市観光連盟本所まで （平日営業時間のみ受付 8:30 ～ 17:15）



モカジャバカフェ大久保本店

■プラン加盟飲食店及びお品書き

プラン 店舗名 店休日 お品書き

割烹 一富士 毎週火曜日

なし

なし

毎週火曜日

火曜日

水曜日

不定休

第２・第４
日曜日

第２・第４
水曜日

不定休

不定休

日曜日

不定休

月曜日

国民宿舎壱岐島荘

壱岐イルカパーク＆リゾート

ランチコース

ディナーコース

割烹 豊月

寿司割烹 魚よし

壱岐牛ステーキコース（前菜 3種、パン、パスタ、サラダ、壱岐牛ステーキ、デザート）

寿司、小鉢２点、刺身、茶碗蒸し、天ぷら、壱岐牛陶板焼、サラダ、汁、香物、果物

前菜、刺身、小鉢、焼き魚、茶碗蒸し、天ぷら、壱岐牛陶板焼き、うにまぜご飯、みそ汁、デザート

不定休壱岐ステラコート太安閣 和洋・松花堂弁当
（２段重）

和　重：お造り、地魚の西京焼き、ねぎ出し巻き玉子、壱岐産烏賊の炙り、季節の和え物、白身魚と彩り野菜のあんかけ
洋風重：ローストビーフ、サラダ、アジフライ、アスパラの豚バラ巻き、ハンバーグ、小海老グラタン、ごはん、スープ

バーベキュー（壱岐牛、豚、鶏、ウインナー、地元野菜、おにぎり１個）

特上海鮮丼（小鉢、赤だし付き）

味処うめしま 特選壱岐牛盛り合わせ（ロース・カルビ・上タン・ホルモン・焼野菜・ライス・みそ汁、サラダ、コーヒー）

小鉢、刺身、牛タタキ、サラダ、焼鳥、揚物、茶碗蒸し、寿司、デザート

小鉢、刺身盛合せ、揚げ出し豆腐、てんぷら盛り、焼鳥、茶碗蒸し、細巻（２種）、汁もの、デザート

トラフグコース（小鉢２種、ふぐ刺、ふぐちり鍋、ふぐ雑炊、アイスクリーム）

https://www.ikikankou.com

旅行プランの詳細は、 壱岐市公式観光ポータルサイト 「壱岐観光ナビ」 をチェック！

三益寿司 にぎり寿司８カン、季節の炊き合わせ、壱岐牛羽釜焚きすき焼、汁物、デザート

お刺身、壱岐牛の炙り焼き、壱岐産もずく、壱州豆腐、茶碗蒸し、まぜご飯、季節の天ぷら、豚しゃぶ、お味噌汁、お新香

壱岐牛・和牛　弦 壱岐牛赤身、壱岐牛ロース、焼野菜、ご飯、みそ汁、サラダ、漬物、小鉢、デザート（アイスクリーム）

かもめの朝ごはん あら鍋コース（先附三種盛、あら刺鉄引き、あら西京焼き、あら煮付、あら鍋、あら雑炊、香物２種盛、果物２種盛）

壱岐牛カットステーキセット（壱岐牛ステーキ１３０ｇ、スープ、サラダ、ライス、コーヒー）

Ａ

Ｂ

洋食と珈琲の店 トロル

味処 味よし

お食事処 まる辰

食事処 太郎


