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宮崎について
About Miyazaki
位

置

本県は、九州の南東に位置し、北部は大分県、西部は熊本県、南部
は鹿児島県に接し東部は総延長約400kmにわたって太平洋に面
している。

Location

Sunny Miyazaki is located on the spectacular south-east
coast of beautiful Kyushu Island.

人

口

宮崎県全体では、1,120,774人
（平成24年11月1日現在）

Population

Miyazaki is currently home to about 1.12 million people.

気

候

平均気温が高く、温暖な気候に恵まれ、日照時間、快晴日数は全国
でもトップクラスにあるなど、優れた自然条件を有しています。
降水量も多く、豊富で良質な水資源にも恵まれています。
◎快晴日数／52.7日（全国2位）
◎日照時間／2,116.1時間
（全国3位）
（1981〜2010年平均値）
◎平均気温／17.4℃（全国3位）

Climate

Miyazaki enjoys some of the mildest weather in Japan.
Temperatures are well above the national average, and
,
there s always plenty of sunshine to go around!
◎Fine weather / 52.7 days per year (The 2nd in Japan)
◎Day light hours / 2,116.1 h per year (The 3rd in Japan)
◎Average temperature / 17.4℃ (The 3rd in Japan)
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自然環境

本県は、緑豊かな山々や美しい海岸線など優れた自然環境に恵ま
れており、自然公園面積は91,784haで、県土の11.9％を占めて
います。国立公園 1（霧島屋久）、国定公園 4（日南海岸・日豊海岸・
祖母傾・九州中央山地）
以外にも県指定の公園などが沢山あります。

Nature

Miyazaki is rich in natural splendor, blessed with majestic
green mountains, vast natural parks and one of the most
beautiful sea coasts in the world.

歴

史

宮崎は、
まっすぐに日の出る方に向いているということから、
古よ
り「日向（ひむか）の国」と呼ばれています。また、日本初代天皇・神
武天皇にちなむ伝承が存在し、
宮のあたりとか、
所在地というよう
な意味で、
「宮崎」の地名が起こったといわれています。宮崎は、古
代ロマンに満ちた神話・伝承や伝統文化が数多く残っています。

History

Historical Miyazaki - The mythical birthplace of Japan and
land of the ancient gods. Historical Miyazaki is truly an
enchanted place, rich in heritage and cultural traditions
handed down throughout the centuries.

安

全

宮崎県は地域住民と一体となった地域安全活動の推進に努め、捜
査体制の充実や交通環境の整備なども推進しており、人口当たり
の犯罪発生状況は全国平均を下回っています。

Public Safety

,
Japan is world famous for it s low crime rate, and Miyazaki is
,
no exception. Miyazaki s dedicated and well-trained public
safety agency works hand-in-hand with the public to make
Miyazaki one of the safest cities in the world.

支援制度・Planning & Financial Support
コンベンションの開催はぜひ宮崎で！

Making Your Convention Easy and Affordable is Our Business!
■コンベンション開催支援補助金 ＊開催前年度の早い時期までに必ずご相談ください。
●補助金の交付額は補助対象経費の1/2
以内で、下記のとおりです。
延べ宿泊者数（県外宿泊者）

補助限度額

100

〜

249人

30万円

250

〜

499人

60万円

500

〜

749人

120万円

750

〜

999人

180万円

〜 1,249人

240万円

1,000

1,250人 〜

300万円

＊ただし、国際会議及び学術学会については、延べ宿泊者数
100人未満のものについても次の特例があります。

●補助対象経費
会場使用料
会場使用に伴う設備リース料等
講師等の謝金・旅費・宿泊費
現地見学会等（エキスカーション等）経費
印刷製本費（宮崎県内での印刷に限る）
●宮崎県内で開催される会議、大会等であること。
＊企業インセンティブ・ミーティングも対象になります（海外インセンティブを除く）
●営利を目的としないものであること。
●政治的活動及び宗教的活動を目的としないものであること。
●参加規模が九州規模（持ち回り開催のものを除く）以上のものであること。
●観光振興及び今後のコンベンション誘致に大いに資するものであること。

●国際会議は、外国人延べ宿泊者数が20人以上のものは120万円。
●学術学会は延べ宿泊者数が50人以上のものは60万円が補助限度額となります。

■Convention subsidy support system

The Miyazaki Prefecture Tourism Association (MPTA) will subsidize 50% of the majority of costs
incurred, including facility and equipment rental, guest lecturer honorariums, day tour in Miyazaki
and other miscellaneous costs up to 3.00 million yen, depending on number of participants.
Guest Nights*

*Guest Nights are calculated by multiplying the number of guests
times the number of nights stayed at the convention resort

Subsidy Limit

100ー249

300,000 yen

250ー499

600,000 yen

500ー749

1,200,000 yen

750ー999

1,800,000 yen

1,000ー1,249

2,400,000 yen

Over 1,250

3,000,000 yen

●To determine the number of Guest Nights, simply
multiply the number of convention participants
by the number of nights stayed.
For example:
One Participant x Two Nights = Two Guest Nights
25 Participants x 3 Nights = 75 Guest Nights

In order to assure the best chances of securing subsidies for your convention, we recommend that you begin your
consultations with MPTA personnel during the fiscal year prior to your planned convention. For complete details on this
value-for-money program, please contact MPTA.

■海外インセンティブ（旅行会社への補助） ※他の開催支援補助金との重複は出来ません。
Miyazaki incentive tours subsidy support system（subsidies for travel agencies）
*Overlap with other convention support subsidies is not permitted.

助成要件 Subsidy requirements

助成額 Subsidy amount

①コンベンション協会が認めた海外インセンティブであること
②期間中に、本県に延べ100人泊以上の実績があること

１千円×延べ宿泊者数（100〜）

①The tours must be certified by MPTA.
②During the convention period, over 100 Guest Nights in
total must be recorded in Miyazaki.

¥1,000 x total Guest Nights（100〜）

■主催者の現地視察招請事業

コンベンション主催者に対して、事前会場視察経費等の
一部を負担します。

■コンベンション支援サービス事業

●コンベンション開催に関する種々の相談、アドバイス等
●歓迎看板の設置、郷土芸能等の提供
（開催支援補助金の対象となるもの除く）
●観光パンフレット、飲食店ガイドなど各種資料の提供
●コンベンション関連施設及び業者の紹介
●その他、
主催者のニーズに沿った各種サービスを提供いたします。

※一案件につき、助成額の限度額は1,500千円までとする。
*The maximum subsidy amount per convention
is 1,500,000 yen.

■Site Inspections Made Easier!

MPTA goes the extra mile to make site inspections easier by
reimbursing part of the costs incurred during your inspection
tour.

■Exciting Convention Assistance Package

MPTA helps you to make your convention the best ever by
offering these exciting features at NO extra cost.
●Expert advice from our experienced and committed staff
●Attractive and elegant welcome signs
●Colorful and informative guides and other useful printed material
●A wide variety of services specially designed to meet the needs of busy
convention organizers
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コンベンション施設
Convention Facilities
シーガイアコンベンションセンター

2000年の九州・沖縄サミット外相会合の開催
会場となったシーガイアコンベンションセン
ターは、シェラトン・グランデ・オーシャンリ
ゾートに隣接しています。最大で5,000名収
容可能なサミットホールや、特別会議室「フェ
ニックスルーム」のほか、中会議室4室、小会議
室4室の大小10の会議室をご用意し、最新設
備を整えて、さまざまな会議、会合、イベント、
パーティなどに対応いたします。

Seagaia Convention Center

SEAGAIA CONVENTION CENTER, a multi-purpose hall located within the Phoenix
Seagaia Resort, was honored to host the Kyushu-Okinawa Summit of Foreign Ministers.
Adjoining the Sheraton Grande Ocean Resort, a 5-star international hotel, it is capable
of housing an expansive variety of conventions, meetings, events, or receptions with its
5000-man capacity Summit Hall, special conference room, four the Phoenix Room,
medium-sized conference rooms, and four breakout rooms.

宮崎観光ホテル コンベンションホール光耀

最大2,000人収容の大会議場（光耀）を持ち、様々な国内外
の会議等にも対応可能な会議場です。
2
大会会議室 1,329m（3分割可）
延床面積 2,429.3m2

Miyazaki Kanko Hotel

Located along the north bank of the sparkling Oyodo
river, just minutes from the excitement of downtown
Miyazaki, the stately Miyazaki Kanko Hotel offers
convenience and beauty along with its world-class
accommodations for banquet and meeting events of
up to 2,000 participants.

宮崎市民文化ホール

各種大会からクラシック演奏会まで幅広くご利用いただけ
る音響特性を重視した劇場型多目的ホールです。
大ホール：固定席1867席、イベントホール：240人〜300人
収容（平土間）

Miyazaki Municipal Culture Hall

Multi-purpose hall theater and convention hall with an
emphasis on acoustic properties available a wide
range of classic concert from various competitions.
Great Hall fixed seat 1867
Event Hall (flat floor) 240 people to 300

宮崎市民プラザ

市民の福祉文化活動や生涯学習の拠点として様々な会議等
に対応します。500人収容の中型劇場型多目的ホール（オル
ブライトホール）を持ち市民の福祉文化活動や生涯学習の
拠点として様々な会議等に対応します。

Miyazaki Citizens Plaza

Conveniently located in the downtown area, Miyazaki Citizens Plaza
can accommodate a wide variety of events and activities. In addition
to a generous number of small, medium and large meeting rooms,
the Citizens Plaza houses a beautiful, 500-seat theater, just perfect
for concerts, theatrical productions and conference presentations.

ニューウェルシティ宮崎

宮崎駅から徒歩3分、文化の森公園に隣接する閑静な環境。
本格的な舞台を備えたホールを持ち、様々な会議等に対応
いたします。

New Welcity Miyazaki

This unique venue is located within a peaceful park, a
quick, three-minute walk from the main train station.
Welcity Miyazaki is a wonderfully convenient location,
and impressive features such as a full-sized stage
bring you one-step closer to a perfect conference.

3 Convention Facilities

アクセス・Access
航

空（季節により便数に変更がございます） Air（Flights might be changed depending on the season.）

東京（羽田）…… 90分（日18往復）
→宮崎
東京（成田）……100分（日 1往復）
大阪（伊丹）…… 60分（日14往復）
大阪（関西）…… 65分（日 1往復）
名古屋（中部）… 75分（日 3往復）
福 岡………… 40分（日15往復）

→Miyazaki
T o k y o（Haneda）… 90min（round trip 18 flights/day）
T o k y o （Narita）…100min（round trip 1 flights/day）
O s a k a （ I t a m i ） … 60min（round trip 14 flights/day）
O s a k a （Kansai）… 65min（round trip 1 flights/day）
N a g o y a （Centrair）… 75min（round trip 3 flights/day）
F u k u o k a …………… 40min（round trip 15 flights/day）

沖

O k i n a w a …………… 80min（round trip 1 flights/day）
S e o u l ……………100min（round trip 3 flights/week）

縄………… 80分（日 1往復）

ソウル…………100分（週 3往復）
台

T a i p e i ……………120min（round trip

北…………120分（週 2往復）

高速バス（時間は最短の場合）

陸

海

F u k u o k a … 3h49min（round
Kumamoto … 3h06min（round
Shinyatsushiro … 2h05min（round
Kagoshima … 2h45min（round
N a g a s a k i … 5h20min（round

→Miyazaki
trip 24 trips/day）
trip 14 trips/day）
trip 16 trips/day）
trip 8 trips/day）
trip 2 trips/day）

道（新幹線利用、新八代経由、最短） Railway （by Shinkansen「bullet train」-via Shinyatsushiro, minimum time）

東 京 …………… 8時間09分 →宮崎
新大阪 …………… 5時間32分
博 多 …………… 2時間59分
名古屋 …………… 6時間32分

東
大
福

2 flights/week）

Bus（minimum time）

福 岡 …… 3時間49分（日24往復）
→宮崎
熊 本 …… 3時間06分（日14往復）
新八代 …… 2時間05分（日16往復）
鹿児島 …… 2時間45分（日 8往復）
長 崎 …… 5時間20分（日 2往復）

鉄

路（高速道路利用）

宮崎ブーゲンビリア空港
MIYAZAKI BOUGAINVILLEA AIRPORT

宮崎交通

MIYAZAKI KOUTSU/BUS

JAPAN

ソウル
Seoul

→Miyazaki
T o k y o … 8h09min（1,448km）
Shin osaka … 5h32min（1,082km）
H a k a t a … 2h59min （895km）
N a g o y a … 6h32min （408km）

名古屋
神戸
Nagoya
Kobe 大阪
Osaka
関西 Kansai
福岡
Fukuoka

Car（Highway）

京 ………… 約17時間 →宮崎 T o k y o … approx 17h （1,420km）→Miyazaki
阪 ………… 約11時間
（906km）
O s a k a … approx 11h
岡 ………… 約3時間30分
Fukuoka … approx 3h30min（277km）

宮崎
MIYAZAKI

路（フェリー利用、時間は目的地までの最短） By Sea（by Ferry minimum time）

神戸→宮崎
12時間20分

Kobe→Miyazaki
12h20min（495km）

航空
カーフェリー

沖縄 Okinawa
台北 Taipei

文化・Culture

宮崎県立美術館

日本を代表する前衛画家瑛九（えいきゅう）や
ピカソ、
マグリットの名品との出会いがあります。

Miyazaki Prefectural Art
Museum

The beautifully designed Prefectural Art
Museum is home to works by Picasso and
Margritte, as well as the works of Eikyu
and other Japanese masters.

宮崎県立芸術劇場（メディキット県民文化センター）

アイザックスターンホールを持つ宮崎県立芸術劇
場は、国際音楽祭も2012年に17回目を迎えた日
本でもトップクラスの施設です。また、常設のパイ
プオルガンは、国産最大の66ストップを誇ります。

Prefectural Center for the
Performing Arts

The Center for the Performing Arts is the proud home of
the Miyazaki International Music Festival, which celebrated
its 17th year in 2012. The Center includes the Issac Stern
Hall, a stunningly beautiful concert venue that features the
largest Japanese-made pipe organ in the world.

宮崎県立西都原考古博物館

2004年4月に開館した、考古学を通
して世界を見つめる「人と歴史の博物
館」です。施設はユニバーサルデザイ
ンを追及しています。最大300人を収
容するホールは、同時通訳ブースを備
え、国際会議にも対応できます。

宮崎科学技術館

自慢のプラネタリウムは、直径27mの世界最大
級。ドームに迫力ある宇宙映像を映し出します。

The Miyazaki Museum of
Science and Technology

A unique and thrilling educational experience for
young and old, the Miyazaki Museum of Science
and Technology features hands-on exhibits that
allow visitors to experience the magic of science and
the wonders of technology. The museum also
features one of the largest planetariums in the world!

Saito Baru Archaeological Museum

Saitobaru Archaeological Museum invites visitors to explore the
wonders of civilization through the eyes of archaeology. The
,
museum s design is environmentally friendly and barrier free. The
,
museum s outstanding lecture hall accommodates up to 300 and
comes equipped with a state-of-the-art simultaneous interpretation
system, making it an ideal venue for international conference activities.
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成田
Narita
東京 Tokyo

自然 青い海と輝く太陽、緑の大地に象徴される豊かな自然環境。
Sunshine, Luscious Green and the Beautiful Blue Pacific
N a t u r e Warm
Ocean Welcome You to Paradise.
1 高千穂峡

5 綾

深いV字型の渓谷。謎を秘めたその深淵は、阿
蘇山の溶岩が浸食してできたもので、ボート
から望む柱状節理の断崖と真名井の滝は神
秘的です。特に新緑・紅葉の季節には美しい
景観が楽しめます。

日本最大級の照葉樹林に囲まれた町。2012
年にユネスコエコパークの登録が決定しま
した。希少植物や野生動物の宝庫で、有機農
業など自然との共生を目指したまちづくり
が進められています。

Takachiho Gorge

Aya

,
Takachiho Gorge is one of Mother Nature s treats.
Early summer and fall are the perfect times to
experience the breathtaking colors of nature, and
anytime is right for a boat ride through the gorge
and a close-up view of romantic Manai falls.

2 五ヶ瀬ハイランドスキー場
国内最南端、標高1,610mのゲレンデがある
天然スキー場。

Gokase
Located at the southernmostpoint in the
prefecture,this natural ski area features slopes
that reach an altitude of 1,610 meters.

3 馬ヶ背
太平洋の荒波に洗われて作られた70mもの
柱状節理の断崖絶壁。

Umagase
These 70 meter high sheer cliffs were built
by the washing of the rough waves of the
Pacific Ocean.

4 西都原
約300余基の古墳が点在する日本最大級の
特別史跡古墳群で、周辺一帯では、春は菜の
花や桜、秋はコスモスが満開になります。

Saito Baru
History and beauty call from ancient Saito Baru,
home to one of the largest collections burial
mounds in Japan. Come and visit this
archaeological paradise in spring and experience
nature at its best as beautiful cherry blossoms and
colorful Cosmos burst forth throughout Saito Baru.

温泉・Hot Springs
たまゆらの湯

川端康成が執筆した「たまゆら」に由来した大
淀河畔の「たまゆらの湯」。大淀河畔には4箇所
の温泉があり好評をはくしています。

Tamayura

One of six popular hot spring spas along
the beautiful Oyodo river.

,
Aya harbors one of the country s largest
remaining lucidophyllous forests, and added to
,
UNESCO s Man and Biosphere Programme as a
new Biosphere Reserves in 2012. Aya is the
first community in the country to develop a
traditional recycling-oriented agricultural
system. Also, ecotourism is actively developed.

6 えびの高原
標高1200m、原生林と火口湖に囲まれた韓
国岳の麓に広がる高原で、九州最高地の温泉
郷です。

Ebino Plateau
Take in the beauty of natural virgin forests
and volcanic craters from the highest spot in
,
Kyushu. And while you re up here, be sure
to treat yourself to a relaxing dip in one of
the many popular hot spring spas sprinkled
throughout this rustic wonderland.

7 青島
ビロー樹をはじめ、226種の亜熱帯植物や青
島神社もあり、島をとりまく波状岩は「鬼の
洗濯板」として知られています。

Aoshima
Aoshima sits like a small pearl just off the
coast of Miyazaki. Stroll among the 226
different sub-tropical plants and past the
uniquely beautiful rock formations that
surround this lovely island.

,
If You Like Hot Springs, You ll Love Miyazaki!

ANA ホリデイ・イン リゾート宮崎

青島の海岸沿いにあり、太平洋を一望できる、
絶景の名湯。弱塩泉ならではのつるつるした
肌ざわりが好評です。

ANA Holiday Inn Resort
Miyazaki

This relaxing spa pampers your skin while
you enjoy a wonderful view of the lovely
Pacific Ocean.

ホテルジェイズ日南リゾート
,

宮崎の奥座敷・北郷美人の湯。ホテルJ s日南リ
ゾートには太平洋を望める露天風呂あり。

,
Hotel, J s Nichinan Resort

Hotel J s Nichinan Resort is nestled deep
in the majestic mountains of Miyazaki. You
,
just can t get any closer to nature than at
,
this spectacularly beautiful spa. Hotel J s
Nichinan Resort is also one of the finest
golf resorts in Japan!

他にも、霧島山ろくの雄大な景色に囲まれた、えびの・京町温泉郷など多数の温泉があります。
There are many more hot-spring spas around Miyazaki. Among them is the Kyomachi Hot-spring, which is surrounded by the Kirishima mountains.
5 Nature. Hot Springs

388

天岩戸神社

10

高千穂神社

北川IC

1

2

須美江IC

延岡IC

218
蔵田

8 関之尾の滝

北浦IC

北方IC

延岡南IC
門川IC

岩が小石で削られてできる世界的にも規模
の大きい甌穴群が有名。

Sekino-o Falls

百済の館

These perfectly circular holes in the riverbed
are famous for being among the largest in
the world,resulting from the erosive effects of
smaller rocks on larger rocks.

327

3
日向IC

都農ワイナリー

9 鵜戸神宮

都農IC

断崖絶壁の大洞窟の中に朱塗りの本殿があ
り、神武天皇の父、ウガヤフキアエズノミコ
トが祀られています。安産、夫婦円満、そして
縁結びの神様として親しまれています。

10

219

4

Udo Shrine
This beautiful shrine is
housed inside a cave in the
えびのIC
cliffs above the Pacific
Ocean. Dedicated to the
mythical father of Japan,s
first emperor and home to the
goddess of marital bliss and easy
birth, this has long been a favorite
stop for newlywed couples on their
honeymoons.

西都IC

5
6

高鍋IC

酒泉の杜

小林IC
高原IC
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宮崎神宮

10

宮崎西IC
清武IC

10 都井岬

都城IC

本県の最南端に位置する岬。雄大な自然のな
かで野生馬がのんびり草を食む風景は、旅人
の心を和ませます。

8

宮崎IC
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清武JCT

田野IC

清武南IC

7
堀切峠

北郷IC
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Cape Toi
Cape Toi is the end of the rainbow! Located
at the southern tip of Miyazaki, Cape Toi
offers a spectacular view of the Pacific
Ocean and some of the most delicious food
,
in Japan. You ll also enjoy watching the
majestic wild horses that make their home in
this wonderful place.

9

日南IC
飫肥城下町
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物産品
Food & Beverage
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A Taste of Miyazaki

地鶏の炭火焼き

宮崎特産の地鶏のもも肉を炭火でいっきに焼いたもので味付けの基本は塩、
とても香ばしくあっさりとしたおいしさです。

Charcoal-Grilled Wild Chicken

Flavored with just a hint of salt, this delicious local favorite really hits
,
,
the spot on a chilly winter s day or a sizzling summer s night!

冷

汁

焼き味噌をのばした汁の中に、ほぐした白身魚と豆腐やきゅうり、しそなどの
薬味を入れ、熱いごはんの上にかけて食べる宮崎を代表する郷土料理です。

宮崎牛

宮崎の豊かな自然の中で育った宮
崎牛は、とても柔らかな肉質で、
「和
牛のオリンピック」と言われる大会
で二連覇した日本最高の牛肉です。

Miyazaki Beef

Miyazaki beef was raised in the
rich natural environment of
Miyazaki. It is of very tender
meat quality and is the finest
beef of Japan that won two
consecutive championships in
,
Japan s beef competition.

Hiya Shiru

A wonderful way to beat the heat! Hiya Shiru is deliciously chilled soy
bean soup with tasty bits of tender fresh fish, softly textured tofu,
crispy, cool cucumber slices and a sprinkle of Japanese basil served
over a fluffy, fresh bowl of rice.

完熟マンゴー

マンゴーにネットをかけ、完熟して自然落下したものを収穫するため、とろ
けるような甘味があります。

Mango

This famous local favorite is picked at the very peak of ripeness to
ensure you get the very best in every sweet and juicy bite.

焼酎

日本一の生産量をもつそば焼酎を
はじめ、芋・麦焼酎など数多くの種
類があり、焼酎の本場宮崎を代表す
るお土産です。

Shochu

(Distilled Spirits)
The perfect end to a perfect
day! This wildly popular drink is
distilled with pride by master
craftsmen who put generations
of the very best of Miyazaki into
every delicious drop.

Food & Beverage 6

スポーツ・Spor t s
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎

内・外野ともに天然芝を全面に使用した全国でも数少ない球場
であり、天然芝ならではの自然と一体となった快適性をもたら
します。

KIRISHIMA Sun Marine Stadium Miyazaki
A great place for a great sport! Sun Marine Stadium
,
Miyazaki is the proud home of the Tokyo Giants spring
training camp.

フェニックス・シーガイア・リゾート（シーガイアスクエア1）
宮崎県総合運動公園

総面積154haの敷地の中に近代的な競技施設
と、植栽樹木で構成された「緑の中のスポーツ公
園」です。また、プロスーツ団体などのキャンプ
や、全国規模の各種大会に活用されています。

Miyazaki Prefectural
Sports Park

Miyazaki Prefectural Sports Park has long
been a favorite of professional teams and
,
local groups alike. It s the perfect place for
sporting events ranging from a quick set of
tennis on a Saturday morning to
worldclass competitions.

国内外の数々のメジャーなプロサッカーチームを、受け入れてお
り、美しい天然芝と自然に囲まれた多目的広場は展示会、コンサ
ート、運動会等のイベントに理想的な広場です。

Seagaia Square1

Seagaia Square1 has hosted an impressive number of
international and domestic sport clubs, including the
German World Cup National Team!

生目の杜運動公園

野球場、屋内多目的運動場、多目的グラウンド、陸上競技、テニスコ
ート、体育館を備えた運動公園です。福岡ソフトバンクホークス、
そして、Jリーグチームのキャンプ会場として長年利用いただいて
おり、他にも様々なスポーツ種目の大会に利用されています。

Ikimenomori Sports Park

Golf Paradise

It is the athletic park equipped with a baseboll field, indoor playground, athletic fiald,
the tennis court, and the gymnasium. Camp place of Fukuoka Softbank Hawks,
baseball team, many football teams, and it is used for the tornament of various sports.

ゴルフ天国！ 宮崎

宮崎は市内中心部から30分園内に12か所の本格的ゴルフ場があり、
一年中プレイOK！
Miyazaki has 12 golf courses within 30 minutes of the city center. Great golf the whole year round!

フェニックスカントリークラブ

1974年に始まり、国内最高賞金総額を誇る「ダンロップフ
ェニックストーナメント」の会場。2004〜2006年はタイ
ガーウッズも参戦。

Phoenix Country Club

Home of the world-famous Dunlop Phoenix Golf
Tournament. Since its opening in 1974, the Phoenix
Country Club has brought the world years of the
greatest champions in the world.

フェニックス ゴルフアカデミー

フェニックスカントリークラブに隣接した、国内でも数少
ない最高レベルの練習環境を誇るゴルフアカデミー。

Phoenix Golf Academy

One of the top golf academies in Japan with
professional-level instruction and best facilities,
adjacent to the Phoenix Country Club.

宮崎カントリークラブ

宮崎県内で最も歴史が古いゴルフ場で宮崎空港から車で5
分と立地も良い。毎年11月には、
「LPGAツアーチャンピオ
ンシップリコーカップ」が開催されます。

Miyazaki Country Club

Miyazaki Country Club is one of the most famous golf
course in Miyazaki. pretecture and it takes five minute
to go to there by car from Miyazaki airport
Every November This course is the site of LPGA tour
championship Ricoh Cup

7 Sports

宿泊施設・Hotels
シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

Sheraton Grande Ocean Resort

洗練されたシェラトンの5つ星ホテル。
高さ154m45階層でプリズム・デザイン
の斬新な外観と、優雅で広々とした736
の客室。
その客室からは、太平洋の雄大な景観が
たっぷりお楽しみいただけます。

Style and service are the hallmarks of this luxurious
,
fivestar gem. Located in the heart of Sheraton Resort s
beautiful Phoenix Seagaia Complex, this 154 meter tall,
,
45-storey hotel s distinctive design assures that each
and every one of its 736 elegantly appointed guest
rooms enjoys a magnificent view of the Pacific Ocean.

宮崎観光ホテル

Miyazaki Kanko Hotel

宮崎市の中心部を流れる大淀河畔で伝
統と格式を守り続けている宮崎観光ホ
テル。東館と西館があり348室がある。

Situated majestically on the beautiful north bank of the
gentle Oyodo River, the Miyazaki Kanko Hotel is a
classic luxury hotel with five-star accommodations and
banquet facilities.

ANA ホリデイ・イン リゾート ANA Holiday Inn Resort Miyazaki
Luxury with a great view! Pamper yourself in the ANA
宮崎
青島の海岸沿いに立つ全室（214室）オ
ーシャンビューのリゾートホテル。
展望大浴場は、絶景の名湯です。

Holiday Inn Resort Miyazaki hot spring spa while you
enjoy a spectacular view of the beautiful Pacific Ocean.

主な宿泊施設
施名設

地域

アリストンホテル宮崎
Ariston Hotel Miyazaki
エアラインホテル
Air-Line Hotel
グリーンリッチホテル宮崎
Green Rich Hotel Miyazaki
ケイズストリートホテル宮崎
,
K s Street Hotel Miyazaki
コテージ・ヒムカ
Cottege Himuka
JR九州ホテル宮崎
JR Kyusyu Hotel Miyazaki
東横イン 宮崎駅前
Toyoko In Miyazaki Ekimae
ニューウェルシティ宮崎
New Welcity Miyazaki
ビジネスホテル有明
Business Hotel Ariake
ビジネスホテル鶴富
Business Hotel Tsurutomi
ホテル金住
Hotel Kanazumi
ホテルクレイン橘
Hotel Crane Tachibana
ホテルJALシティ宮崎
Hotel JALcity Miyazaki
ホテルスカイタワー
Hotel Skytower
ホテルセンチュリー宮崎
Hotel Century Miyazaki
ホテルマリックス
Hotel Marix
ホテルメリージュ
Hotel Merieges
宮崎第一ホテル
Miyazaki Dai-ichi Hotel
宮崎ロイヤルホテル
Miyazaki Royal Hotel

宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki
宮崎市内
Miyazaki

City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City
City

施名設

地域

施名設

地域

ラグゼ一ツ葉
Luxze Hitotsuba
リッチモンドホテル宮崎駅前
Richmond Hotel Miyazakiekimae
レガロホテル宮崎
Regalo Hotel Miyazaki
旅館 小戸荘
Ryokan Odosou
旅館 山水荘
Ryokan Sansuisou
青島グランドホテル
Aoshima Grand Hotel
青島サンクマール
Aoshima Cinqmail
青島水光苑ホテル
Aoshima Suikoen Hotel
地蔵庵
Zizoan
みさき荘
Misakiso
民宿 知福
Minsyuku Chihuku
民宿 日向路
Minsyuku Hyugazi
民宿 美波
Minsyuku Minami
民芸旅館かみの家
Mingei Ryokan Kaminoya
花旅館 岩戸屋
Hana Ryokan Iwatoya
ホテル四季見
Hotel Shikimi
旅館 神仙
Ryokan Shinsen
綾陽亭
Ryoyoutei
竹乃屋
Takenoya

宮崎市内
Miyazaki City
宮崎市内
Miyazaki City
宮崎市内
Miyazaki City
宮崎市内
Miyazaki City
宮崎市内
Miyazaki City
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
青 島
Aoshima
高千穂
Takachiho
高千穂
Takachiho
高千穂
Takachiho
高千穂
Takachiho
綾
Aya
川 南
Kawaminami

かんぽの宿 日南
Kanponoyado Nichinan
南郷プリンスホテル
Nango Prince Hotel
ホテルジェイズ日南リゾート
,
Hotel J s Nichinan Resort
ホテルベルフォート日向
Hotel Verfort Hyuga
エンシティホテル延岡
En City Hotel Nobeoka
都城グリーンホテル
Miyakonojo Green Hotel
都城ロイヤルホテル
Miyakonojo Royal Hotel

日 南
Nichinan
日 南
Nichinan
日 南
Nichinan
日 向
Hyuuga
延 岡
Nobeoka
都 城
Miyakonojo
都 城
Miyakonojo

宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
Miyazaki Hotel & Inn Service
Industry Hygiene Association
TEL (0985) 24-4730
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公益財団法人

宮崎県観光協会
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館3階
TEL
（0985）
26-6100 FAX
（0985）
26-6123
URL=http://www.kanko-miyazaki.jp E-mail=mcon@kanko-miyazaki.jp

Miyazaki Prefecture Tourism Association
1-10 Miyazaki GREEN SPHERE Ichibankan 3F, Nishikimachi,
Miyazaki-shi, 880-0811 JAPAN
PHONE +81-985-26-6100 FAX +81-985-26-6123
URL=http://www.kanko-miyazaki.jp E-mail=mcon@kanko-miyazaki.jp

宮崎県庁県外事務所・海外事務所
宮崎県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3
TEL（03）5212-9007 FAX（03）5215-5180
宮崎県大阪事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-900
TEL（06）6345-7631 FAX（06）6345-7633
宮崎県福岡事務所
〒810-0001 福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階
TEL（092）724-6234 FAX（092）724-6235
日本国宮崎県政府上海事務所
Miyazaki Prefectural Government Shanghai Office
〒200-002 上海市金陵東路2号光明大厦2407室
2407 GUANGMING Mansion 2 Jinling Road(E), Shanghai,CHINA ZIP
CODE:200002
TEL +86-21-63295192 FAX +86-21-63239518
日本国宮崎県政府香港事務所
Miyazaki Prefectural Government Hong Kong Office
香港新界葵涌大連排道21-33号 宏達工業中心1516室
Room 1516 Vanta Ind. Center No.21-33
Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T.Hong Kong
TEL +852-3525-1705 FAX +852-3525-1959

