
KKR 妙高高原 白樺荘
お子様がお得！小学生リフト券が付いて全日5,500円！　中高生は大人料金から1,000円引！

新潟県 池の平
温泉

新潟県妙高市関川2275
0255-86-2113

 信越の食材を使った上方仕立ての「一汁五彩」
 ●妙高杉ノ原または池の平温泉スキー場のリフト券付
●妙高杉ノ原スキー場は小学生までのお子様の全日リフト券が無料！

杉ノ原スキー場（イメージ）

冬冬のの高原高原 満喫満喫・・満腹満腹プランプラン
 1室2名～ 平日 土・休前日

1泊2食 7,700円 8,700円
1泊2食＋通常4,000円
相当のリフト券付 9,900円 11,700円

★条件★～4/5（12/29
～1/3除く）／1室1名
様利用はプラス500円
／BT付客室利用は1名
様プラス1,000円

● 妙高杉ノ原スキー場：標高1,800ｍからの絶景！
キッズ向けのイベントやサービスも充実
● 池の平温泉スキー場：傾斜の緩い斜面が3㎞も続く
大きな1枚バーンがオススメ

みかんは人数分を
プレゼント

こたつ＆みかんを無料サービス
★  特製大鍋、唐揚げ、そば、デザート
などの満腹コーナー新登場
★地酒も呑める飲み放題1,500円

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

スキー・スノボ＆スキー・スノボ＆
掛け流し温泉掛け流し温泉

分を
ト

唐揚げ・
　そば食べ
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KKR 蔵王 白銀荘
蔵王のパウダースノーを存分に満喫してください
ゲレンデはゴールデンウィークまで滑走できます

山形県 蔵王
温泉

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187

冬冬蔵王満喫プランプラン
1泊2食 1室2名～ 1月・3月の平日
会席風和食膳または
生ラムジンギスカン 8,600円

蔵王牛コース
 (前日までの要予約１人前～) 9,800円

山形牛コース 
(要予約2日前 2人前～) 10,800円

スノーボード（イメージ）

KKR はこだて
北海道までの交通費はかかるもの…そんなお客様にぴったりの
得々プランをご用意致しました♪市内観光へもアクセスばっちりです

北海道
函館･
湯の川
温泉

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

函館山夜景（イメージ）函館山夜景（イメージ）

KKR 水上 水明荘
選べる6ヶ所のスノーエリア！
冬をとことん遊び尽くそう！！

群馬県 水上
温泉

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345KKR 日光ひぐらし荘

57年の感謝を価格に込めてご提供します

栃木県 日光 栃木県日光市安川町6-40
0288-54-0182

組合員様組合員様へのへの感謝セール感謝セール
1泊2食 平日

1室2名～ 5,000円

●世界文化遺産「東照宮」:8時～16時拝観OK
●日光彫・ガラス工芸の体験（吹きガラス）／要予約

KKR ホテル中目黒
東京観光を安く快適にお楽しみください

東京都 中目黒 東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131

シングル・ツインルームプランプラン
1泊朝食付 全日
1室2名

（ツインルーム） 5,500円

1室1名
（シングルルーム） 6,800円 朝食（イメージ）

KKR ホテル東京
期間限定！アクセス至便のKKRホテル東京より
レジャーやビジネスに♪ 朝食付

東京都 竹橋 東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921

★お部屋タイプお任せ★★お部屋タイプお任せ★ウィンタープランプラン
1泊朝食付 1室1名 1室2・3名

平日 9,300円 7,900円
日・祝日 7,300円 6,900円

玄関（イメージ）

KKR 鎌倉わかみや
大好評！調理長からの二品サービス　爽やかに香る柚子酒と湘南の海と太陽の恵みが
たっぷり詰まった三浦大根のふろ吹き、コトコト煮込んでアツアツです

三浦大根のふろ吹き（イメージ）

神奈川県 鎌倉 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321

花いっぱい♪気ままに鎌倉散歩プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,800円 15,300円

KKR ポートヒル横浜
パノラマに広がるベイブリッジの夜景とパノラマに広がるベイブリッジの夜景と
フレンチディナーをご堪能くださいフレンチディナーをご堪能ください

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園
045-621-9684

丘の上のブルーライトプランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,000円 10,000円

●横浜山手西洋館：世界のクリスマス（12月）
●ヨコハマ中華街：春節祭（1月）
●元町チャーミングセール（2月）

KKR 宮の下
1日3組限定☆冬の味覚“ふぐ料理”を箱根で食す！

神奈川県 箱根・
木賀温泉

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

箱根の福ふくプランプラン
1泊2食 1室2名～ 12月～2月 3月

平日 13,950円 14,650円

土・休前日 15,450円 16,150円

 ふぐ刺し、ふぐ鍋、焼き物をはじめ、最後にふぐ雑炊
までの本格的ふぐ会席をご用意

★条件★～3/31（12/27～1/3除く）／3日前まで要予約
★1名様プラス5,000円で「半露天風呂付特別室」へ変更可

箱根登山鉄道新型車両
“アレグラ号”11/1～運行開始！

料理（イメージ）

KKR 江ノ島ニュー向洋
今年もやります鍋プラン

神奈川県 湘南･
片瀬海岸

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
0466-23-7710

冬季限定鍋プランプラン
1泊2食 全日

1室2名～ 8,500円

●寒中神輿練成大会（1月中旬）
●七福神スタンプラリー（1/7～31）
●節分祭：江ノ島、鎌倉各寺（2/3）
● 早春江ノ島春まつり：江ノ島、片瀬
海岸（2月下旬頃から）

鍋（イメージ）

★1室3名様以上利用はお1人様500円引
★条件★ ～3/31（12/29～1/3除く）

 旬の素材を使った和食会席
※1名様プラス2,000円にてご夕食
グレードアップ＆お部屋食（要事前予約）

※ 1室1名様利用は平日プラス1,000円、
土・休前日プラス3,000円

※12/20～26、1月・3月の土・休前日、2月全日は1名様プラス1,000円

※土・休前日利用は1名様プラス2,000円
※ 1室1名様利用はプラス1,500円

 料理長お任せお料理
 先着500名様に記念品を進呈します

★条件★～3/30（土・休前日、12/31～
1/3除く）／BT無客室／1日限定5室

 朝食は和洋バイキング（7:00～9:00）
※4歳以上のお子様朝食代 別途700円
★条件★ ～1/30（土・休前日、12/31～1/3除く）／

1日限定20室／12歳以下のお子様添寝無料
 駐車料金無料（6:00～翌22:00）

※ 1室3名様のご利用は
皇居側のデラックスツイン

※ 1室2名様のご利用は1名様
プラス1,000円で皇居側の
デラックスツインへ変更可

函館満喫得々函館満喫得々プラン
1泊2食 1室1名～

平日 8,500円
土・休前日 9,500円

※北都交通が実施するもので、手配・媒介・取次を行うものではありません

大人1,850円函館夜景定期観光バス

●～3/31(12/30～1/3除く）／1室1名～　1泊朝食付　5,500円～
 電気スタンドと加湿器貸出

※数に限りがありますので、ご予約の際にお申し出ください

外観（イメージ）外観（イメージ）

 蔵王牛コース・山形牛
コースはすき焼きまたは
しゃぶしゃぶ

★条件★ 12/20～3/31
(12/27～1/3除く)／
T付客室

● 全山共通乗車券の宿泊割引：1日券5,000円
→4,600円　2日券9,200円→8,400円
● スキーこどもの日：こどもリフト券1,000円
（12月～3月）
● 樹氷祭りイベント（2月）
※詳しくは施設にお問い合わせください

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※ 通常大人4,200円～5,700円相当のリフト1日券付
【A】玉原スキーパーク【B】川場スキー場【C】苗場スキー場
【D】宝台樹スキー場【E】ノルン水上スキー場
【F】奥利根スノーパーク

 夕食は地場食材に富んだ季節の料理をご用意
★条件★1/4～3/22（1/13、2/16、3/9除く）／
スキー場により料金が異なります／要事前予約

現役組合員様限定！　マル得土曜日！
12月の特別ご優待プラン
●12/13
●12/20 ※他プランとの併用不可

1泊2食/1室2名～ 8,650円 

●12/1～3/31（12/31～1/3除く）／1室1名～
1泊2食 12,400円～　1泊朝食付 9,200円～　1泊素泊 7,560円～
【交通】●東京駅丸ノ内北口よりタクシーワンメーター　●東西線

『竹橋駅』直結　●地下鉄『大手町』『神保町』から徒歩約5分
【特典】●ミネラルウォーター（1室1本）プレゼント　●電気スタン

ド、加湿器無料貸出（台数に限りあり）

シャトルバス運行
火曜日から土曜日の15:00～22:00
（30分毎）
中目黒駅バスターミナル先TSUTAYA
横大通り沿い⇒ホテル
※詳細は施設にお尋ねください

 朝食は
ダイニングルーム
『華』で和食ビュッフェ

★条件★ ～3/31
(12/30～1/3除く）

※洋室2名様利用はお1人様プラス1,000円
 夕食はシェフお薦めの「カジュアル・
横浜フレンチコース」をご用意

★1名様プラス2,000円でお料理のグレードUP可
★条件★～3/30／1日限定4室

 朝食時モーニングコーヒーをサービス

 季節の会席料理9品に自家製柚子酒と湘南の海と
太陽の恵みがたっぷり詰まった三浦大根のふろ吹き

 ●1名様プラス1,000円でお夕食がお部屋食
（炊き込みご飯、食前酒付）全10品にグレードアップ

● 1名様プラス2,000円でグルメ会席（金目鯛のしゃぶ
しゃぶ、黒毛和牛のすき焼き、黒毛和牛のステーキ、
やまと豚のしゃぶしゃぶ）全12品にグレードアップ

● 古都鎌倉は花いっぱい：鶴岡八幡宮(寒牡丹)　瑞泉寺
(黄梅、水仙)　荏柄天神社(紅白梅)　明月院(ロウ梅)
● 節分祭：長谷寺・八幡宮・建長寺（2/3）

★条件★1/4～2/27
 柚子酒と三浦大根の
ふろ吹きをサービス

冬と言えば
鍋ですね！

 海の幸、冬野菜がたっぷりのお鍋　★お1人様プラス2,000円で“カニ”入り鍋にご変更可
★条件★～3/31（12/27～1/3除く）／6畳BT無客室／1日限定3室

 ●車、荷物等朝から預かり可　●食前酒サービス

※1室1名様利用はプラス1,000円
※T付客室は1名様プラス1,000円
※BT付客室は1名様プラス2,000円

同窓会・忘年会などにお得な宿泊宴会プラン
12/10～3/31（12/24～1/4除く）
期間均一価格 12,000円（5名様から）　※施設にお問い合わせください

 箱根寄木細工風
レターセットプレゼント
（お1人様1セット）

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

全国で最も
魅力的な街 ンン 旬の素材を

レストラン食で

●～3/31（12/29～1/3除く）　※夕食のご用意はプラス2,500円
1室1名様～／1泊朝食付 6,000円～

【学校案内】函館大学・北海道教育大学函館校・公立はこだて未来
大学・北海道大学水産学部・函館工業高等専門学校・函館大谷短
期大学・函館医療保育専門学校…etc

平成27年3月末より休業を予定しています

スキー・スノボプランプラン
1泊2食 全日

1室2名～ 11,250円～

マル得

マスコットキャラクター
たんばりん

たんばらスキーパーク
（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

当館では、KKR ポイントカードで1,000円
のご利用ごとに貯まるポイントを通常の40
ポイントから5倍の200ポイントに！
※カードの新規発行はフロントにて

（4）
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※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正させていただきます　※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※お料理の内容は、仕入状況により変更となる場合があります　　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakodate/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/zao/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nikko/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/minakami/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nakameguro/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kamakura/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/enoshima/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/miyanosita/info.html


KKR 伊豆長岡 千歳荘
外気で冷ましたかけ流しの湯がちょうどいい！

静岡県 伊豆長岡
温泉

露天風呂（イメージ）

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010

伊豆の露天風呂満喫プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 7,700円 8,700円

冬は富士山がよく見えます！
●伊豆の国パノラマパーク　●修善寺（虹の郷）
●だるま山高原　●三津シーパラダイス　●柿田川公園

KKR ホテル熱海
12月・1月メイン料理「伊勢海老料理」2月・3月メイン料理「海の幸料理」（会席料理）
中国料理の「グルメプラン」もご用意できます（要予約）

静岡県 伊豆・
熱海温泉

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000

冬のグルメプランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,800円 15,800円

熱海梅園 梅まつり（1/10～
3/8）宿泊者入園料100円　

料理/1月（イメージ）

KKR 諏訪湖荘
当施設№1ヒレステーキ食べ放題プランに
リブロース食べ放題が加わりました！

長野県 上諏訪
温泉

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

料理（イメージ）

信州ワイン・ソフトドリンク飲み放題付
ヒレステーキヒレステーキ＆＆リブロース食べ放題リブロース食べ放題プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,480円 11,480円
お子様

（小学生まで）全日 7,000円
※ トイレ付客室利用は1名様プラス1,000円

 長野県産牛ヒレ・リブロース
食べ放題

★条件★  ～4/18（12/31～1/3除く）

KKR 湯沢ゆきぐに
都心から90分！スキーヤーには魅力的な近さ!!

新潟県 越後湯沢
温泉

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
025-784-3424

やっぱり初滑りは湯沢で決まり!!プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 13,410円 13,910円
スキー（イメージ）

KKR 下呂しらさぎ
90年の伝統をもつ『飛騨家具』はモダンで落ち着きます
木のぬくもりに包まれたゆったりとした時間をお過ごしください

岐阜県 下呂
温泉

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505

飛騨家具のベッドルーム誕生ルーム誕生プランプラン
1泊2食 平日
リビング付
ツインルーム

　 12,500円

ツインルーム 11,700円

シングルルーム 11,200円
下呂温泉冬花火：
1/10～3/28の毎週土曜日 20:30～（約10分間）

KKR ホテル金沢

シングルルーム（イメージ）

金沢大学・美術工芸大学にアクセス最適！心温まる特典付♪金沢大学・美術工芸大学にアクセス最適！心温まる特典付♪

石川県 金沢 石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261

受験生受験生プランプラン
1泊2食 1室1名～

平日 8,300円
土・休前日 9,300円
 朝食は和洋バイキング、
夕食は和洋6つのセットメニューから当日選択

★条件★  ～3/13（12/30～1/3除く）/ご利用は受験生本人と同伴のご家族に限ります
【学校案内】金沢大学・美術工芸大学にアクセス最適です

KKR 鳥羽いそぶえ荘
夕食はお二人に伊勢海老1尾の姿造り付海鮮会席料理を堪能
お土産に淡水本真珠のネックレスをプレゼント♪

三重県 鳥羽 三重県鳥羽市安楽島町1075
0599-25-3226

料理（イメージ）料理（イメージ）

開けてうれしい夢の竜宮プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,500円 13,000円

● 伊勢神宮・式年遷宮後のおかげ参り
（ご朱印集めで参拝記録を残す参拝者が急増中）
● 女性の願い事を1つだけ叶えてくれる、日本屈指の
パワースポット「神明神社／石神さん」へ車で30分
● パールロード沿い「浦村の牡蠣・浜焼き」解禁（車で
15分）

KKR ホテル名古屋
お城の見える朝食会場でさわやかな一日を

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
052-201-3326

朝食会場（イメージ）

モーニングプランプラン
1泊朝食付 1室1～3名

平日 6,600円
土・休前日 7,600円
 名古屋城を眺めながら和洋ビュッフェ
 ワンドリンク無料券進呈（夕食時のみ利用可）

★条件★～3/31（12/28～1/3除く）

KKR 京都くに荘
冬の食材をいかした京料理と
できたて温泉露天風呂で古都の風情を満喫！

京都府 京都 京都府京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町27-3
075-222-0092

冬の京都で温泉露天風呂！
四季彩宿泊プランプラン

1泊2食 平日

1室1名～ 14,150円

●京の冬の風物詩『嵐山花灯路』
（12/12～21　17:00～20:30）
京の路をやさしく行灯で照らし出す
凛とした空気のなか、幻想的な灯りに
歴史の奥深さが揺らめきます

露天風呂（イメージ）

KKR ホテルびわこ
～新設 琵琶湖一望の露天風呂でゆったり冬を満喫～

滋賀県 琵琶湖 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

組合員様限定 得々プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,800円 12,800円 露天風呂（イメージ）

 夕食は「あったか鍋コース」寄せ鍋・すき焼き・
しゃぶしゃぶ鍋からご選択
 1名様プラス2,000円で
夕食グレードアップ可
●近江牛会席　●近江牛鍋
●四季会席　●本鴨鍋（～2/15迄）

★条件★ 1/12～3/10／客室定員でのご利用
／1日限定5組

●唐崎神社（徒歩7分）
●三井寺（車15分）　●浮御堂（車30分）

●～3/31（12/28～1/3除く）
 1室1・2名/1泊2食　8,800円～

  
●アーリーチェックイン13：00（通常15：00）
●使い捨てカイロ　●電気スタンド（要予約）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※ 最上階和洋スーペリアルーム利用は1名様プラス1,000円
  12月・1月：「伊勢海老料理」がメインの会席料理
2月・3月：「海の幸料理」がメインの会席料理
★ 中国料理の「グルメプラン」もご用意できます（要予約）

★条件★ 12/8～3/31（12/14・23、12/26～1/5除く）／
1日限定5組

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※ 1/10・11は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
 旬な食材を使った会席料理
★お１人様プラス2,000円でステーキプランに変更可

★条件★～4/5(12/27～1/3除く）
★露天風呂は男女で1つずつ！

●1月～3月施設敷地内で雪あかりをともします（予定）
● お子様連れのお客様へ、冬の花火体験（お子様分プレゼント）

★お食事時ハーフバイキング付
★ウエルカム無料ドリンクバー登場
★女性のお客様にはおしゃれ浴衣をご用意
★貸切家族風呂利用無料
★コミック・絵本コーナー登場
★無料ランドリー登場

※通常4,200円～4,700円相当のリフト1日券付
※1室1名様利用はプラス2,000円（平日のみ利用可） 
★お子様（小学生まで）全日7,680円（リフト券なし）　
★リフト券不要：3,000円引　★夕食不要：3,500円引

 魚沼産コシヒカリと調理長のおまかせ季節の御膳コースをご用意

★条件★～3/31（12/27～1/3除く）
 ●冬のお土産に大人気！柿チョコを１人1つプレゼント

● スキーチケット付：かぐら・ＧＡＬＡ湯沢・湯沢高原・ＮＡＳＰＡ・
神立高原の中から1施設ご選択

※かぐらスキー場は今年もお子様0円！　※1月以降スキーレンタルショップのご紹介できます

●プリンスホテル（かぐらエリア11/22～5/31）（苗場エリア12/13～5/6）
●湯沢高原（12/19～3/31）　●ＧＡＬＡ湯沢（12/20～5/6）
●ＮＡＳＰＡスキーガーデン（12/20～4/5）　●神立高原（12/20～4/12）
●岩原スキー場（12/6～4/5）　●石打・丸山スキー場（12/19～4/5）
※積雪等により営業日が前後します。ご了承ください

！
●みなもとの湯　●ほうじょうの湯

 カイロ付

11月1日
オープン

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

旬な素材を使用した
料理長おすすめの
創作和食会席
★条件★～1/31
（12/31～1/3は
別料金）／各1日限定
1室／客室定員利用

組合員限定

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※BT付10畳またはDXツイン利用は1名様プラス2,000円　
★T付8畳利用（6畳と同じ価格でご提供）　★T無6畳利用は土・休前日も割増なしの平日料金！

 夕食は伊勢海老が1尾ついた伊勢湾近海「海鮮会席料理」
朝食は●伊勢海老の旨みお味噌汁　●蛸とひじきの炊込みご飯
　　　●真珠の海七草粥　等

★条件★～3/31（12/27～1/4除く）
 淡水本真珠のネックレスをプレゼント（2名様で1本）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

 ●ゆっくり滞在　13:00～翌11:00（通常15:00～翌10:00）
●ご予約時に連泊お申込みの場合、2泊目以降500円引
●ランチ10％割引券進呈
●春(4月)古都湖都プランで利用可能な2,000円割引券進呈

※ 1室1名様利用は
プラス1,000円

※ 土・休前日利用は1名様プラス2,000円
 ご夕食は5種類の会席から自由にお選びいただけます
●京会席「清滝」　●くに荘和牛会席　●かに付会席
●ふぐ付会席　●京の冬野菜会席丸吸付

★条件★ ～2/28（12/30～1/4除く）／客室定員でのご利用

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

新設

お子様イベント開催中
くじ引き・ガチャガチャ等

長野県産

リビング付ツインルーム（イメージ）リビング付ツインルーム（イメージ）

ムツインル
マッサージソファー完備

（5）

※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（消費税込）の料金です　※施設により、別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」とお伝えください）
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http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/atami/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/izu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/suwa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/gero/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/toba/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/biwako/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kyoto/info.html


KKR ホテル大阪
おいしい朝食で、今日も一日元気に行こう！

大阪府 森之宮

ホテル外観（イメージ）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122

KKRホテル大阪 朝食付プランプラン
1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～ 6,500円 7,500円

●大阪城公園はホテルの目の前（12/13～3/1大阪城3Dマッピングあり）
●USJ：電車20分　●あべのハルカス（日本一の高層ビル）：電車20分
●通天閣・新世界：電車30分

KKR ホテル梅田
JR大阪駅から徒歩8分！静かな客室で勉強できます

大阪府 梅田 大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800

受験生応援受験生応援プランプラン
1泊朝食付 平日のみ
ツイン

（1室2名） 7,000円

シングル
（1室1名） 8,000円

 朝食はタリーズ朝食（ドリンク・サンドイッチ・
サラダ）

★条件★～2/28（土・休前日、12/27～1/6除く）
／1日限定5室／学生証提示要／ツインは保護者同伴時のみ可

  キットカットをプレゼント

シングルルーム（イメージ）

KKR 城崎 玄武
ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

兵庫県 城崎
温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631

城崎温泉 冬の味覚プランプラン
1泊2食 1室2名～ かにづくし かに御膳 かに三昧

平日 15,500円 16,500円 19,500円

●玄武洞公園（車10分）　●コウノトリの郷公園（車20分）
●但馬の小京都・出石（車35分）　●神鍋高原スキー場（車50分）

かに三昧（イメージ）

KKR 白浜 美浜荘
1日5組様限定　ボリューム満点！

和歌山県 白浜
温泉

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
0739-42-3383

春の鮨会席プランプラン
1泊2食 1室2名～

平日 9,800円

土・休前日 10,800円
料理（イメージ）料理（イメージ）

KKR 山口あさくら
山口でカニ料理を思う存分ご堪能ください！！

山口県 湯田
温泉

山口県山口市神田町2-18
083-922-3268

カニ会席プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 12,300円 14,300円

 ●蟹グラタン　
●蟹の天婦羅　
●蟹酢など全10品

★条件★～2/28
（12/31～1/3除く）
／3日前まで要予約

● 国宝瑠璃光寺・五重塔：
日本三大名塔の一つ（車10分）
● 平成27年大型ドラマの舞台ゆかりの地、
萩観光（車60分）
　見所：松下村塾、松陰神社、萩城跡、武家屋敷

料理（イメージ）

KKR ホテル広島
広島県産の牡蠣をメインに使用した会席料理でございます

広島県 広島 広島県広島市中区東白島町19-65
082-221-3736

味自慢！プレミアム会席プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,900円 10,400円

●広島城：徒歩5分　
●宮島・厳島神社：JR＋フェリー50分
●縮景園：徒歩10分
●原爆ドーム：路面電車15分

焼き牡蠣（イメージ）

KKR ホテル博多
旬の味覚をお届けいたします！

福岡県 博多 福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
092-521-1361

料理（イメージ）料理（イメージ）

博多名物ふぐ料理 豪華！ふくふくふくふくプランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 13,600円 14,700円

KKR 道後ゆづき
冬の定番ご賞味ください

愛媛県 松山・
道後温泉

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934

美食ふぐ会席プランプラン
1泊2食 1室2名～

平日 13,650円

土・休前日 15,150円

●道後温泉本館　●石手寺51番札所
●松山城

料理（イメージ）

KKR 鹿児島 敬天閣
和の食材を洋風にアレンジしました

鹿児島県 城山
温泉

鹿児島県鹿児島市城山町5-24
099-225-2505

うんまか維新プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,000円 11,500円

 黒豚の洋風煮込・アラカブのポワレ・サザエの香草焼など
 料理長おまかせ料理1品とグラスワイン
1杯サービス

★条件★～3/20（12/31～1/3除く）／1室1名
様利用はプラス1,000円／1名様プラス1,000円
で和室に変更可（2名様以上）／1日限定5室

KKR ホテル熊本
熊本城に一番近いホテルのリーズナブルプラン

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
096-355-0121

KKR12月号掲載限定会席プランプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 9,500円 10,500円

●熊本城（徒歩約5分）　●くまモンスクエア（徒歩約10分）
●県伝統工芸館（徒歩約1分）　●水前寺公園（市電・バス約20分）

料理（イメージ）料理（イメージ）

元気の素学生限定

紀州

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

★1室3名様利用はお1人様500円引　※1室1名様利用はプラス1,000円
※大阪城側客室利用は1名様プラス500円（通常1,000円）

 大阪城を一望できる12Fのレストランで
和洋バイキング

★条件★ 12/15～3/31
（12/31～1/3除く）

冬の白良浜に浮かび上がる光の宇宙
「白砂のプロムナード」（～2/28　毎夜22:00まで）

※ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
★ T無客室利用は1名様1,000円引

 紀州を彷彿させる味覚会席（全9品）
鮨5貫・梅蕎麦・梅鯛荒焚き・茶碗蒸し など

★条件★1/4～4/30

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円   
※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）　
※T付客室利用は1名様プラス1,000円

 かに三昧  かにすき鍋・焼がに・かに刺し・
雑炊・茹でがに姿盛り

 かに御膳 かに料理の会席コース
 かにづくし かにすき鍋・焼がに・かに刺し・雑炊

  ●城崎の７つの外湯無料券プレゼント
●夕食時ドリンク料金10％引

★条件★～3/31（12/29～1/3除く）

※ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）　
※1名様プラス1,000円でエグゼクティブルームに変更可

 旬の広島県産の牡蠣をメインに贅沢な会席料理
に仕上げました
※ 牡蠣が苦手な方は同料金で牡蠣を使用しない
メニューに変更可(要予約)

★条件★～2/28（12/28・31～1/2除く）

※1室1名様利用はプラス1,000円
 河豚薄造り、河豚ちり鍋、河豚の唐揚げなど9品
 ● 1名様プラス3,000円で「厳選とらふぐ会席」
に変更可

★条件★～3/31（12/27～1/3除く）

 ふぐ三昧のコースを京風会席
「萌木」にてお召し上がりくだ
さい
 ★飲み放題または★お土産明太
子のいずれかをお選びください

★条件★12/10～3/30（12/27
～1/5除く）／1日限定3室

●1/4～3/30／1室1名
1泊朝食付 平日 5,500円
 土・休前日 6,500円
※ご利用は、高校または大学受験生
本人および同伴の保護者に限ります
※1室2名様利用プランもございます

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※ 和室または
デラックスツイン
利用は1名様
プラス1,000円

冬期限定

料理（イメージ）料理（イメージ）

チェスト！
●～3/20（12/30～1/3除く）／
1泊2食 1室1名 8,500円～／1室2名 8,000円～
★親御様は500円引、小学生1,000円引

 ウエルカムドリンクサービス・必勝鉛筆（祈祷済）

 
駐車場料金無料
（通常1泊500円）

★条件★12/10～3/31
（12/31、1/1除く）／1日限定5組

※お1人様プラス750円でお城側の部屋に変更可（ツイン）
 夕食：デザート付の6品会席料理 追加メニューも充実
朝食： クチコミでも高評価♪ 地元食材を使用した

和洋バイキング

※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正させていただきます　※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※お料理の内容は、仕入状況により変更となる場合があります　　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
様
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。　

●
お
子
様
料
金
は
小
学
生
以
下
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（6）

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/umeda/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/osaka/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/shirahama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kinosaki/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hiroshima/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yamaguchi/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/dougo/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakata/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kumamoto/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kagoshima/info.html
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