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プラチナカテゴリー
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
ショートステイ（日帰りプラン）
●お部屋タイプ／スタンダードツイン要予約

ダンロップフェニックストーナメント

リゾートパッケージチケット 〈メニューリスト〉
シーガイアの
公式HPからも
ご確認いただけます！
http://www.seagaia.co.jp/

トーナメント観戦や温泉・お食事の合間のひと休みに。 最大7時間、
ゆったりとお過ごしいただける客室をご用意いたします。
【滞在時間】11：00～18：00 【受付】2Fフロント 【問】0985-21-1113

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
バンヤンツリー・スパ
クイックマッサージ（30分） ※除外日／11月20日（日）要予約

足の裏と甲の反射帯を刺激し、血流を促進することで身体全体の調子を
整えます。 【営業時間】10：00～20：00 【受付】39F バンヤンツリー・スパ 
【問】0985-21-1351

コテージ・ヒムカ
ショートステイ（日帰りプラン）要予約

要予約

滞在に必要なものをすべてを備えた別荘感覚のリゾートコテージで
ゆっくりとお過ごしいただけます。
【滞在時間】11：00～18：00 【受付】ラグゼ 一ツ葉2Fフロント 【問】0985-21-1333
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シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
フィットネスクラブ「ジ・オーシャンクラブ」
1日ご利用予約不要

予約不要

トレーニングマシン、ジム、25mの室内プールなどを備えた充実の空間を
1日中ご利用いただけます。
【営業時間】7：00～21：00 【受付】3F ジ・オーシャンクラブ 【問】0985-21-1145

トム・ワトソンゴルフコース
ホシゾラ★ゴルフ ハーフプレー
※11月30日（水）まで  　※ご予約は2名様より承ります。

トム・ワトソンゴルフコースのナイター営業「ホシゾラ★ゴルフ」。
日中とは異なる幻想的な空間でリゾートゴルフがお楽しみいただけます。
【スタート時間】15：30～19：30 【受付】クラブハウス1Fフロント 【問】0985-21-1301

要予約

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
セグウェイ体験ツアー（120分）
※前日17：00までの予約制

インストラクターがシーガイア周辺の自然や宮崎の神話について語りながら、
セグウェイで散策するツアーです。【体験時間】9：30～11：30／13：00～15：00
（定休日木曜） 【受付】2Fアクティビティーセンター 【問】0985-21-1324

要予約

シーガイア乗馬クラブ 「UMAIRU」
乗馬ミニコース（15分）
※前日17：00までの予約制

ちょっと本格的に乗りたい人におすすめ、初心者の方・お子様でも安心です。
自分で手綱を握って、馬とひとつになるひと時を。【営業日時】土・日・祝日10：
00～17：00 【受付】シーガイア乗馬クラブ「UMAIRU」 【問】0985-21-1324

要予約

要予約
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シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
九州の米とあて「米九」ディナー

九州でつくられる厳選された美味しいお米を、最高の形で食していただくた
めの和食料理店「米九(こめきゅう)」で、ご夕食をお愉しみください。
【営業時間】17：30～22：00 【問】0985-21-1341

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
中国料理「藍海」ディナー

中国料理の豊富な味わい、本場の味覚、食の醍醐味と熟練したサービスを
ご提供する「藍海（らんはい）」のディナーコース料理を是非ご堪能ください。
【営業時間】17：30～21：30 【問】0985-21-1518

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
寿司処「八潮」ディナー

要予約

握りたての寿司を味わえる隠れ家的寿司処「八潮(やしお)」の寿司セットを
ご賞味ください。 【営業時間】17：30～22：00 【問】0985-21-1341

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
「パインテラス」ディナービュッフェ

予約不要

予約不要

開放的で上質なくつろぎを感じる空間で、シェフが目の前で料理したできた
てのメニューをどうぞ。 宮崎料理をはじめ、種類が豊富なサラダやデザートも
ございます。 【営業時間】17：30～22：00 【問】0985-21-1374

フェニックスカントリークラブ
クラブハウスレストラン ランチ
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

一度は味わいたい、クラブハウスのレストランメニュー。宮崎産の食材を
盛り込んだ和洋中のメニューを多数用意しています。
【営業時間】10：00～15：00（ラストオーダー14：30） 【問】0985-21-1301

トム・ワトソンゴルフコース
「パーク・アベニュー・キッチン」ランチ

全てのメニューにサラダバー＆ドリンクバー付き。女性にうれしいヘルシー
メニューやスイーツも。 ワクワクするメニューをお届けします。
【営業時間】10：00～15：00（ラストオーダー14：30） 【問】0985-21-1301

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
セレクトグッズ

地下1階ショッピングエリア「オーシャンリゾートデパートメント」から
ホテルならではのセレクトグッズをご用意しました。
【営業時間】8：00～22：00 【問】0985-21-1133
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予約不要

予約不要

予約不要

予約不要
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フェニックスカントリークラブ レストラン
ビーフカツサンドウィッチ
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

生クリームを多く配合したふわふわ食感のパンに、肉厚でジューシーなビーフ
カツを挟んだボリュームのあるカツサンドです。 【営業時間】10：00～15：00
（ラストオーダー14：30） 【問】0985-21-1301

予約不要
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ゴールドカテゴリー
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
フィットネスクラブ 「ジ・オーシャンクラブ」
高気圧酸素カプセル（60分）

高濃度酸素を送り込んだカプセルに入ることで、疲労回復、ダイエット、肩こ
り、美容などに効果を発揮します。 【営業時間】7：00～21：00 【受付】3F ジ・
オーシャンクラブ 【問】0985-21-1145

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
フィットネスクラブ 「ジ・オーシャンクラブ」
Biio DOME（50分）要予約

Biio DOME（ビーオドーム）に入ることにより、バイオセラミック効果で手足の末端
まで十分に温熱され血行が促進されます。発汗作用・デトックスなどに効果があり
ます。【営業時間】7：00～21：00 【受付】3F ジ・オーシャンクラブ 【問】0985-21-1145

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
フィットネスクラブ 「ジ・オーシャンクラブ」
ペアストレッチ（15分）要予約

トレーナーがあなたの筋肉を丁寧に伸ばします。自身で行うストレッチと
違って、効果的なストレッチが可能です。【営業時間】7：00～21：00 【受付】3F 
ジ・オーシャンクラブ 【問】0985-21-1145

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
フィットネスクラブ 「ジ・オーシャンクラブ」
コアトレーニング（15分）

トレーナーがコア（腹筋、背筋）の効果的なトレーニングを指導します。
【営業時間】7：00～21：00 【受付】3F ジ・オーシャンクラブ
【問】0985-21-1145

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
カクテルラウンジ 「パシフィカ」
お好きなドリンク1杯

8

昼と夜、まったく異なる顔をもつカクテルバーで、リゾート感溢れる寛ぎの
ひとときを。 【営業時間】19：00～23：00 【受付】1F カクテルラウンジ「パシ
フィカ」 【問】0985-21-1113

要予約

要予約 9

フェニックスゴルフアカデミー
1日ご利用
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

全長350ヤードの広大なドライビングレンジや、ショートゲームエリア
が1日中ご利用いただけます。【営業時間】7：00～20：00
【受付】フェニックスゴルフアカデミー フロント 【問】0985-21-1605

シーガイアテニスアカデミー
センターコート利用（60分）

国際トーナメントの開催も可能なセンターコートでテニスプレーをお楽しみ
ください。【営業時間】平日9：00～21：30／土曜9：00～21：00／日祝9：00～
19：00 【受付】1Fフロント 【問】0985-21-1311

シーガイアテニスアカデミー
体験レッスン（80分）

10

屋内コートで気軽にテニスを体験。ラケット＆シューズは無料でレンタル
OK!!【営業時間】平日9：00～21：30／土曜9：00～21：00／日祝9：00～19：00
【受付】1Fフロント  【問】0985-21-1311

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
神話の国・HIMUKA スピリチュアルツアー
※前日17：00までの予約制

「神話の語り部」と一緒に、神話発祥の地とされる禊ぎの池や江田神社な
どパワースポットを巡ります。 【営業時間】10：00～11：30／15：00～16：
30 【受付】2F アクティビティーセンター 【問】0985-21-1324
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シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
スナッグゴルフ

大人も子どもも、ゴルフの基礎を学び楽しめるアクティビティー（9ホール） 
【営業時間】8：00～17：00 （最終受付16：00）
【受付】2Fアクティビティーセンター 【問】0985-21-1324

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
ディスクゴルフ

お子様も簡単にチャレンジできる、ディスクを飛ばして遊ぶゴルフ感覚の
アクティビティーです（9ホール） 【営業時間】8：00～17：00 （最終受付16：
00） 【受付】2Fアクティビティーセンター 【問】0985-21-1324

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
一ツ葉・黒松の森クイズラリー

雄大な松林の中の遊歩道でクイズに挑戦。クイズラリーシートを持って、気軽に森
の散策に出発！※レンタサイクルとの併用がおすすめです。 【営業時間】8：00～
17：00 （最終受付16：00） 【受付】2Fアクティビティーセンター 【問】0985-21-1311

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
ノルディックウォーキング

森林に囲まれた、美しい自然のなかでウォーキング（3.3km/3.5km/9.5km
コース）【営業時間】8：00～17：00 （最終受付16：00） 【受付】2Fアクティビ
ティーセンター 【問】0985-21-1324

予約不要

1名様

1名様
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予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

ダンロップフェニックストーナメント

リゾートパッケージチケット 〈メニューリスト〉
シーガイアの
公式HPからも
ご確認いただけます！
http://www.seagaia.co.jp/
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ゴールドカテゴリー
フェニックスカントリークラブ
レストランご朝食

美しい松林を眺めながら朝食(和定食・洋定食のいずれか）を
お楽しみいただけます。
【営業時間】7：00～10：00  【問】0985-21-1301

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
「パインテラス」朝食ビュッフェ

オープンキッチンでシェフが目の前で料理した出来立ての朝食を
和洋ビュッフェでお好きなだけどうぞ！
【営業時間】6：00～10：00 【問】0985-21-1374

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
中国料理「藍海」ランチ

宮崎にいながらにして、味わえる本場の味。約10種類の中からお好きな2品
を選ぶ定番の「ザ・ランチ」をご堪能ください。
【営業時間】11：30～14：30 【問】0985-21-1518
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フェニックスカントリークラブ
オリジナルボール（半ダース）

フェニックスカントリークラブ開場45周年のオリジナルパッケージ！ゴルフ
ボールにはエンブレムロゴ入りの限定商品です。【営業時間】7：00～18：00 
【受付】クラブハウス1F ゴルフショップ 【問】0985-21-1301

フェニックスカントリークラブ
オリジナルマフラータオル（1枚）

緑＆黒、赤＆深緑のシンプルかつリッチな開場45周年限定販売のマフラータオルで
す。触り心地も良く、ラウンド時はもちろん普段の生活でもご使用いただけます。【営業
時間】7：00～18：00 【受付】クラブハウス1F ゴルフショップ 【問】0985-21-1301

トム・ワトソンゴルフコース
オリジナルハンドタオル（1枚）

トム・ワトソンゴルフコースのロゴが入ったオリジナル商品です。
【営業時間】10：00～19：00　【受付】クラブハウス1Fゴルフショップ
【問】0985-21-1301

トム・ワトソンゴルフコース
オリジナルグリーンフォーク（1個）

トム・ワトソンゴルフコースのロゴが入ったオリジナル商品です。
【営業時間】10：00～19：00　【受付】クラブハウス1Fゴルフショップ
【問】0985-21-1301

ペ ア

予約不要

予約不要

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
「パインテラス」ランチビュッフェ

太陽がいっぱいにふりそそぐテラスで、くつろぎのランチビュッフェはいかがで
すか？ シェフが目の前で料理したできたてのメニューに、種類が豊富なサラダ、
デザートなどをご用意。  【営業時間】11：30～14：30 【問】0985-21-1374

予約不要

予約不要
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シルバーカテゴリー
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
松泉宮 大浴場「月読」入浴（1回）

松林に囲まれた、開放的な露天風呂。 朝は木漏れ日を、夜はライトアップさ
れた松林から星空をご覧いただけます。 【営業時間】6：00～23：00(最終入
場22：30) 【受付】1F温泉受付【問】0985-21-1133

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
カクテルラウンジ 「パシフィカ」
スイーツセット

明るい日差しの差し込むラウンジでゆったりとした午後のひと時をお過ごし
ください。【営業時間】12：00～17：00 【受付】1F カクテルラウンジ「パシフィ
カ」【問】0985-21-1133

フェニックスカントリークラブ
レストラン お好きなドリンク（1杯）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

2Fレストランで、お好きなドリンクを1杯無料でご利用いただけます。
【営業時間】7：00～10：00 【受付】クラブハウス2Fレストラン
【問】0985-21-1301
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シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
レンタサイクル

シーガイア周辺は絶好のサイクリングスポットです。自転車に乗って海岸や
松林を散策しよう（60分） 【営業時間】8：00～17：00（最終受付16：00） 【受
付】2F アクティビティーセンター 【問】0985-21-1311 

フェニックスゴルフアカデミー
プライベートレッスン（60分）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

インストラクターを独り占め。少しの時間で確実にスキルを身に付けたい方
におすすめです。 【営業時間】9：00～19：00 【受付】フェニックスゴルフアカ
デミー フロント 【問】0985-21-1605

フェニックスゴルフアカデミー
練習球（200球）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

全長350ヤードの広大なドライビングレンジには、50ヤードごとに設けられ
たターゲットグリーンを狙いながらのショットが可能。 【営業時間】7：00～
19：00 【受付】フェニックスゴルフアカデミー フロント 【問】0985-21-1605

フェニックスゴルフアカデミー
クラブフィッティング診断（60分）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

現在使っているゴルフクラブをインストラクターがチェック、自分に合ったク
ラブかを診断いたします。 【営業時間】9：00～19：00 【受付】フェニックスゴ
ルフアカデミー フロント 【問】0985-21-1605

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要
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シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
「風待ちベーカリー」
お好きなパンを5個

パン職人が一つひとつ丁寧に焼き上げた小麦の香り豊かな味わい。毎日の
“わくわく”をお届けする「風待ちベーカリー」の味をお楽しみください。【営業
時間】平日8：00～18：00／土日祝 7：30～18：00 【問】0985-21-1133

トム・ワトソンゴルフコース
オリジナルマーカー（1個）

トム・ワトソンゴルフコースのロゴが入ったオリジナル商品です。
【営業時間】10：00～19：00　【受付】クラブハウス1Fゴルフショップ
【問】0985-21-1301

フェニックスカントリークラブ開場45周年記念のエンブレムロゴが輝く
マーカーセット。 【営業時間】7：00～18：00 【受付】クラブハウス1F ゴルフ
ショップ 【問】0985-21-1301

フェニックスカントリークラブ
オリジナルハンドタオル（1枚）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

フェニックスカントリークラブ
オリジナルマーカー（1個）
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

日本製・綿100％のやわらかな肌触りが特徴です。タオルに入った刺繡が
一際目を引くタオルです。 【営業時間】7：00～18：00 【受付】クラブハウス1F 
ゴルフショップ 【問】0985-21-1301

フェニックスカントリークラブ
メンバーズラウンジご利用
※除外日／11月13日（日）～21日（月）

通常メンバー様しか利用できないメンバーズラウンジをご利用いただけま
す。プレー前後に景色を眺めながらゆったりとお過ごしください。 【営業時
間】7：00～10：00 【受付】クラブハウス2Fレストラン【問】0985-21-1301

予約不要

予約不要

要予約

要予約

要予約

予約不要

予約不要


