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 お得プラン
土・休前日も

1泊2食

全日

お子様（小学生まで）1室2名～

9,450円 7,000円

う駅 でうれしいうで

 
※1名様プラス1,000円で和室ベッドルームに変更可

●湯沢高原アルプの里：高山植物
　（ロープウェー乗り場まで徒歩5分）
●大源太湖：ボート（車20分）
●国営越後丘陵公園：花（長岡／車60分）
●魚のアメ横（寺泊／車90分）
●フィッシャーマンズケープ
　（柏崎／車90分）

土曜日も平日料金でご利用いただけます

★条件★～7/23

湯沢高原ロープウェー／アルプの里（イメージ）

新緑～初夏新緑～初夏

025-784-3424
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

越後
湯沢温泉

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

● チェックイン15:00　
● チェックアウト10:00　客室T付

調理長のおまかせ季節の御膳コース
★1名様プラス1,600円でお食事グレードアップ可
食事

新潟県

K
K
R
妙
高
高
原 

白
樺
荘

 満喫・満腹プラン
1泊2食1室1名～ 5月

平日 8,200円
6月

7,200円

う駅 でうれしいうで

 

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

自然観察やトレッキングに最高のシーズン到来♪

★条件★～7/11 ／ BT付客室利用は1名様
プラス1,000円 トレッキング（イメージ）トレッキング（イメージ）

新緑の高原新緑の高原

0255-86-2113
新潟県妙高市関川2275

池の平
温泉

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

● チェックイン15:00　
● チェックアウト10:00　客室一部BT付

食事
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※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）

地元食材を使用したヘルシー和食
「一汁五菜ブッフェ」

●森林セラピーロード「笹ヶ峰夢見平散策コース」
ウサギコース(4.5km)、キツネコース(9.6km)
●妙高高原ビジターセンターにて自然観察等の
　各種イベントを開催
●近隣ゴルフ場との提携パックもあります
●善光寺御開帳（～5/31）

●朝食は「高原朝食和風
ブッフェ」
●越後の日本酒
　カップ酒コーナー登場
●ソフトドリンク飲み放題
コーナー新設

第841号号号 毎月1回10日発行毎月1回10日発行
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※1名様プラス2,300円で「ヘルシー美食膳ブッフェ」に変更可

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/myoko/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/myoko/info.html


第841号（6）　平成27年5月10日

※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
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0138-57-8484

函館満喫 得々プラン

北海道 KKRはこだて

1泊2食平日 5/10～31

1室1名～ 9,000円
6/1～30

9,500円
7/1～11・8/24～31

10,000円
7/12～8/23

10,500円
※5月の土・休前日利用は1名様プラス1,000円　　　　　★連泊の場合は1名様1泊あたり500円引
※6月・7月・8月の土・休前日利用は1名様プラス1,500円

●函館競馬（6月・7月）　
●函館野外劇（7月・8月）
●港まつり・花火大会（8月）

●横浜開港祭・記念バザー（5月下旬～6/2）　
●八景島あじさい祭（6月）
●横浜国際マリンエンターテイメントショー（7月）
●スパークリングトワイライト（7月）
●夏休みは毎週末に八景島で花火があがります！

●江ノ電沿線の紫陽花（例年の
見頃：6月中旬～7月上旬）
●海開き（7/1）

●諏訪湖まで
徒歩1分

★条件★5/10～8/31

函館夜景（イメージ）函館夜景（イメージ）

函館
湯の川温泉

食事

旬の素材をレストラン食で旬の素材をレストラン食で

1泊2食付のお得なプランです
ご夕食グレードアップ＆お部屋食に変更も出来ます♪

北海道函館市湯川町2-8-14

※1名様プラス2,000円でご夕食グレードアップ＆お部屋食にてご用意
（要事前予約）

※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

★函館夜景★定期観光バス★函館夜景★定期観光バス

大人1,600円

ラフティング体験プラン
※小学生から参加可
※大人平日プラス4,000円、土・日・祝
日プラス6,000円で昼食付1日コース
に変更可（4月下旬～6月下旬）
◎持ち物＝濡れてもよい靴またはスポーツサンダル（レンタ
ル別途200円）・水着・タオル・ゴーグル（コンタクトの方）・メ
ガネバンド（メガネの方）・雨具・保険証（コピー可）

カヌー体験プラン

055-948-0010

虹の郷チケット付プラン

静岡県 KKR伊豆長岡 千歳荘

★条件★～7/17

四季折々の花が咲き競う自然公園

静岡県伊豆の国市古奈82

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

※修善寺虹の郷入場券（通常1,200円）を含みます

0460-87-2350

グルメ釜めしプラン

神奈川県 KKR宮の下

※1室1名様利用はプラス1,500円（平日のみ利用可）

★条件★～6/30
★1名様プラス5,000円
で“半露天風呂付特別室”
へ変更可（2名様から）

箱根
木賀温泉

食事

選べる選べる
豪華釜めしと季節の料理で初夏の箱根を満喫

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

045-621-9684

ブルーライトプラン

神奈川県 KKRポートヒル横浜

1泊2食平日 5/10～7/17

1室2名 10,500円
7/18～7/31

11,500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

朝食時にモーニングコーヒーをサービス
1名様プラス2,000円で本格フレンチに変更可

横浜

食事

パノラマに広がるベイブリッジの夜景と
カジュアルフレンチディナーをご堪能ください

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
★1室3名様利用はお1人様500円引
★1室4名様利用はお1人様1,000円引

0278-72-2345

快感ラフティング体験orカヌー体験プラン

群馬県 KKR水上 水明荘

1泊2食 全日

1室2名～ 14,250円 ★条件★5/10～8/30（5/18、6/9、7/14除く）

水上
温泉

奥利根満喫奥利根満喫

スリリングなラフティングと奥利根湖や奈良俣湖を満喫するカヌー
ベテランガイドが親切丁寧に指導してくれるので気軽に体験できます

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

※上記料金には、宿泊代（1泊2食付）、体験半日コース料金
（通常大人6,000円～8,000円相当）含む
※両プラン共ご宿泊の翌日が体験日（変更希望は要相談）
※お子様料金は施設へお問合せください

023-694-9187

新緑 白銀荘プラン

山形県 KKR蔵王 白銀荘

1泊2食 平日 5月

1室2名～ 7,300円
6月・7月

8,600円

懐石風和食膳

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
★T無客室利用は1名様1,000円引

●蔵王大露天風呂：割引券をご用意（通常470円→300円）
●山形野草園：春～初夏は貴重な植物の開花時期

★条件★～7/31
／ T付客室

蔵王
温泉

食事

可憐なコマクサなどの高山植物、新緑の中の大露天風呂
小さなお口の恋人さくらんぼ…山形の自然をお楽しみください

山形県山形市蔵王温泉904-8

★小鍋料理を①②に変更可
①1人前プラス1,200円で蔵王牛すき焼き（小）、
しゃぶしゃぶ(小）のいずれか（2日前まで要予
約／1人前から）
②1人前プラス2,200円で蔵王牛すき焼き（大）、
しゃぶしゃぶ（大）のいずれか(2日前まで要予
約／2人前から／グループ同一メニュー）

0266-58-1259

牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン

長野県 KKR諏訪湖荘上諏訪
温泉

伊豆
長岡温泉

当施設人気No.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

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

0557-85-2000

海の幸と国産牛の会席プラン

静岡県 KKRホテル熱海

※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
★1室3名様以上利用はお1人様1,000円引

※中国料理のグルメプランもご用意できます（要予約）
★条件★～7/17 ／ 1日限定5組

伊豆
熱海温泉

お造りをメインにボリュームのある肉料理を
プラスしました

静岡県熱海市春日町7-39

0466-23-7710

散策プラン

神奈川県 KKR江ノ島 ニュー向洋

★条件★～7/24 ／ 6畳
　BT無客室

湘南
片瀬海岸

食事

初夏の江ノ島初夏の江ノ島

江ノ電沿線の紫陽花めぐり
7月1日から海開きの湘南江ノ島海岸へ行こう！

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

※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

03-3287-2921

サマープラン 朝食付

東京都 KKRホテル東京

1泊朝食付 1室1名

平日 9,800円
1室2・3名

8,400円
日・祝日 7,800円 7,400円

朝食は和洋バイキング
(AM7:00～AM9:00）

竹橋

食事

駐車料金無料サービス（6:00～翌22:00）
新緑新緑

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
駐車場無料サービス！

東京都千代田区大手町1-4-1

※1室2名様の場合お1人様プラス1,000円にて皇居側の
デラックスツインへ変更可
※1室3名様でのご利用は皇居側の
デラックスツインとなります

※4歳以上のお子様の朝食料金は
700円、3歳以下のお子様は無料　

厳選した素材をご提供するため、献立は日替わりです

★条件★～8/31（土・休前日を除く）／ 1日限定
20室／小学生以下で添寝のお子様無料／お部
屋のタイプはお任せとさせていただきます

特典

●コインランドリ
ー利用可
●全室有線・無線
LAN利用可
●喫煙所あり（客
室は全室禁煙）

●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

横濱夜景横濱夜景

修善寺修善寺

★条 件★5/10～7/31／
海側和室利用／海側ツイン
利用は1名様プラス1,000
円（禁煙）／1日限定4室

特典

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）
箱根登山鉄道「宮ノ下駅」
から無料送迎
（時間14:30～18:00）

雲丹、鮑、鰻から選べるグルメ釜めしが付いた季節の
創作会席料理

食事 旬な食材を使った会席料理

特典

レストランからの夜景（イメージ）レストランからの夜景（イメージ）
ミナミ鮪刺身4種食べ比べ
（2,500円　1～2人前）

当館お勧めの会席料理の
お夕食でおもてなし

●車、荷物等朝から預かり可
●食前酒サービス

特典

別注料理

1泊2食

平日 7,800円
土・休前日 9,800円

1室1・2名

玄関（イメージ）玄関（イメージ）

紫陽花（イメージ）紫陽花（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 12,650円
土・休前日

14,150円
1泊2食 平日

1室2名～ 12,800円
土・休前日

15,800円

1泊2食 平日

1室2名～ 9,800円
土・休前日

11,800円

送迎

KKR宮の下の天然源氏ホタル

※天然の源氏ホタルについては、
天候や自然環境の変化等により見
られない場合もあります

5月末～6月末頃まで

修善寺虹の郷

伝説と文学の南国リゾート初島
乗船所要30分

ホタル（イメージ）ホタル（イメージ）

修善寺虹の郷/バラ（イメージ）

●5月のメイン料理
　鮪のお造りと国産牛のしゃぶしゃぶ
●6月のメイン料理
　白身魚のお造りと国産牛の陶板焼き

食事

熱海初島往復乗船券＋アジアガーデン入園料
通常大人3,300円→2,700円にてご用意

1泊2食

平日

1室2名～

8,500円
土・休前日 9,500円

別注料理 ●大好評！まるごと1匹！
　金目鯛の煮付 990円
●桜海老のかき揚げ 650円

★条件★
～7/17

※T付客室利用は1名様プラス1,000円 
食事 長野県産牛ヒレ＆リブロース食べ放題

●バラ：広さ6,000㎡に
約100種・2,300株 の
バラがご覧いただけます（5月～6月見頃）
●花菖蒲：広さ6,000㎡の「花しょうぶ園」は、300
種・7,000株の紫色や、白色、薄紫色などの花が
咲き揃います（6月頃）
●あじさい：ガクアジサイやベニガクアジサイ、カシ
ワバアジサイなど、10種・3,500株の水色、青、
紫、桃色、白色の色とりどりのアジサイが咲き広
がる様は壮観です（6月中旬～7月中旬）

車で
20分

料理（イメージ）料理（イメージ）

浴場に

信楽焼つぼ
風呂

できました

浴場に

信楽焼つぼ
風呂

できました

＋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

ラフティング（イメージ）ラフティング（イメージ）

カヌー（イメージ）カヌー（イメージ）

※4歳から参加可
◎あると便利な物＝動
きやすい服装・帽子・着
替え・飲物（水筒orペッ
トボトル）・保険証（コピ
ー可）・水着・虫除けス
プレー・サングラス

※蔵王温泉はお釜（火口）中心から約8km離れた所にあり、
途中にはお釜より標高の高い熊野岳や地蔵岳がありますので、
現状での火山の影響はほとんどありません

長野県産

お部屋タイプは
お任せ

ソフトドリンクバー飲み放題付ソフトドリンクバー飲み放題付

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/minakami/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/enoshima/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/miyanosita/info.html
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/suwa/info.html


 

＋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

食事 海の幸・山の幸を取り入れた会席料理
にコースに応じて
★紅ずわいがに姿盛り　★焼きがに
★但馬牛しゃぶしゃぶ鍋が付きます

二の丸御前（イメージ）二の丸御前（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付

（7）
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象
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※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）

 

0578-89-2626

特選A5飛騨牛セレクトプラン

岐阜県 KKR平湯たから荘

★条件★～7/31
（6/24～7/6除く）
／ 1日限定5室

平湯
温泉

食事

新緑の上高地、乗鞍、新穂高ロープウェイ等の玄関口として
最適な温泉宿!!

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

★1名様プラス1,000円で特別和室にてお部屋食に変更可

0796-32-2631

特別プライスプラン

兵庫県 KKR城崎 玄武城崎
温泉

通常より1,000引の特別プライスでご用意！

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

06-6941-1122大阪府 KKRホテル大阪森之宮

初夏の香る大阪城を目の前に、美味しい朝食で今日も元気に行こう！

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

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

077-578-2020077-57

5周年記念宿泊プラン温泉導入

滋賀県 KKRホテルびわこ琵琶湖
おかげさまで温泉導入5周年
期間限定特別割引のお値打ちプランをご用意!!

滋賀県大津市下阪本1-1-1

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

052-201-3326

新緑の名城散策プラン

愛知県 KKR ホテル 名古屋名古屋

名城めぐりと季節を感じる料理のおもてなし

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

0576-25-5505

　　　 新鮮お造り盛合せと
飛騨牛・夏野菜しゃぶしゃぶ会席

岐阜県 KKR下呂 しらさぎ

1泊2食 平日

1室1名～ 14,100円

下呂
温泉

新鮮な日本海の幸と共に初夏の旬な味覚をご賞味ください

岐阜県下呂市森1209

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

0739-42-3383

梅鯛づくし会席プラン

和歌山県 KKR白浜 美浜荘白浜
温泉

紀州南高梅のエキスで育てた梅鯛は絶品

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

075-222-0092

屋上バーベキュー飲み放題付プラン

京都府 KKR京都くに荘京都
新設の温泉露天風呂で疲れを癒した後は屋上でバーベキュー !
解放感あふれる絶好ロケーション

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

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

0599-25-3226

鳥羽3大スポットめぐりチケット付プラン

三重県 KKR鳥羽 いそぶえ荘

1泊2食1室2名～ 平日

大人

中学生

12,500円
土・休前日

10,000円
小学生 7,500円

14,000円
11,000円
8,000円

鳥羽
鳥羽水族館が開館60年を迎え、新エリアも登場!!
その他ミキモト真珠島、鳥羽湾めぐり＆イルカ島の3大観光スポットでリフレッシュ

三重県鳥羽市安楽島町1075

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

1泊2食 平日

1室2名～ 14,800円
土・休前日

15,800円

選べる選べる 金沢直送金沢直送

KKRホテル大阪朝食付プラン初夏の大阪!!初夏の大阪!!

ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶの3種の中から
ご予約時に選べるA5飛騨牛（150g）メインの
特選プラン

★条件★～6/30 ／ベッドルーム
ご利用は別料金（要問合せ）

食事 金沢直送ヤマト海老、サザエ、烏賊、鯵などのお造
り盛合せ、飛騨牛と夏野菜しゃぶしゃぶ他、全9品

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)●新緑の上高地（バス30分）
●乗鞍高原（車40分）
●新穂高ロープウウェイ（バス30分）

下呂温泉合掌村
（徒歩5分）料理（イメージ）料理（イメージ）

送迎

※土・休前日
利用は1名様
プラス1,000円

※写真のお造り盛合せ、赤カレイの煮付は2名様用盛付
イメージです

料理（イメージ）料理（イメージ）

鳥羽水族館（イメージ）鳥羽水族館（イメージ）

1泊2食 平日

1室1・2名 8,780円
土・休前日

9,780円

★条件★～7/17 ／ 1日限定5室

食事 選べる夕食
●近江牛会席
●近江牛ステーキ会席
●近江牛すき焼き会席
●びわこ会席
●四季彩り会席（5月春の
　味覚、6月・7月夏の味覚）

●売店5％割引券
●チェックアウト延長可
　（通常10:00→11:00）
●レストランランチ
　10％割引券

特典

JR唐崎駅無料送迎　
駅到着時にお電話ください

送迎

★1室3名様以上利用は1部屋あたり1,000円引

★条件★～7/31 ★条件★～7/31（7/24除く）／ 6畳BT無
食事 伊勢湾近海の魚介類を生かした「海鮮会席料理」

※中学生は大人と同じお料理　※小学生はお子様ランチ

鳥羽まるみえパスポート（鳥羽
水族館・ミキモト真珠島・鳥羽
湾めぐり＆イルカ島 入場券）付

特典

唐崎神社・唐崎の松：歌川広重
の「唐崎の夜雨」で知られ、近
江八景のひとつ（徒歩7分）

●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）
●“天空の城”竹田城跡（車70分）

●大阪城公園はホテルの目の前、新緑の香りがいっぱい！
●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）　●USJ（電車30分）

鳥羽水族館
開館60周年
鳥羽水族館
開館60周年

※T付8畳利用は大人1名様プラス1,000円
※BT付10畳利用は大人1名様プラス2,000円
※上記料金には、鳥羽まるみえパスポート（通常大人5,700円、
中学生3,750円、小学生2,950円）を含みます

通常13,750円

1泊2食平日

5月・7月 13,000円
6月 12,250円

1室2名～ ※土・休前日利用は1名様
プラス2,000円
※ダブルベッドルーム1室
1名利用はプラス1,000円
★ダブルベッドルーム1室
2名利用は1名様3,000円引

びわこ一望の露天風呂（イメージ）びわこ一望の露天風呂（イメージ）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

1泊朝食付 平日

1室2名～ 6,500円
土・休前日

7,500円
★条件★～7/17 ／
1名様プラス500円で
大阪城側客室利用可
（通常1,000円）

食事 大阪城を一望できる12Fの
レストランで和洋バイキン
グをご用意しています

※1室1名様利用はプラス1,000円
★3名様1室利用はお1人様500円引

※土・休前日利用は
1名様プラス1,000円
※T付客室利用は
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／しゃ
ぶしゃぶ会席は1名
様利用不可）

●第47回砂まつり大会（5/24）
●第2回南紀白浜トライアスロン大会（6/21）
●第20回ビーチラグビー白浜大会（6/27・28）
●アドベンチャーワールド(車10分）

食事 梅鯛の造り、梅鯛の荒焚き、梅鯛のしゃぶしゃぶ、
梅鯛のちらし寿司等々の梅鯛づくし

1泊2食 平日

1室2名～ 8,800円
土・休前日

9,800円

1泊2食1室2名～ 
紅ずわいがに
姿盛ご膳

平日

11,100円
焼きがに付会席 10,900円
但馬牛

しゃぶしゃぶ会席 9,900円

★条件★～7/17

夕食時
ドリンク料金
10％引

特典

KKR城崎玄武  開設50周年記念！KKR城崎玄武  開設50周年記念！

焼きがに付会席（イメージ）焼きがに付会席（イメージ）
食事 朝食は和洋バイキング

076-264-3261

朝食プラン

石川県 KKRホテル金沢金沢

兼六園まで徒歩8分!! 夏の金沢散策にぴったりのお得プラン♪

石川県金沢市大手町2-32

ホテルを拠点に古都金沢を気ままに散策。
目の前の金沢城址公園を抜けると兼六園。
ひがし茶屋街へも歩いて行けます

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

★条件★～7/31 ／ 2名様1室の場合、お1人様プラス
4,500円でデラックスツインに変更可／ 3名様1室利
用の場合は和室またはデラックスツインにエキストラ
ベッド使用となります

●通常大人310円相当の兼六園入場券付
●駐車料金無料(宿泊日当日15:00～翌11:00)

特典 客室（イメージ）客室（イメージ）

のプラン

食事 いずれかよりお選びください
●二の丸御膳　●有頭海老とみそかつセット
●名古屋城入場券（通常大人500円相当）
●アーリーチェックイン（通常15:00→13:00）
●ワンドリンク無料券進呈（夕食時のみ利用可）

特典

●名古屋城（徒歩5分）
●徳川美術館（車15分）

さわやか朝食付プラン～7/31 平日 6,600円　土・休前日 7,600円

1泊2食 平日

1室2名～

お子様（小学生）

12,650円
土・休前日

11,000円
14,650円
12,000円

食事

★条件★～9/30（7/16、8/16・23、9/19～ 21除く）／ 1日限定5室　★条件★～9/30（7/16、8/16・23、9/19～ 21除く）／ 1日限定5室　

※1人前プラス2,000円でお肉を和牛180gへグレードアップ
※1人前プラス4,000円でお肉を近江牛180gへグレードアップ

★条件★～7/17※1室1名様利用はプラス1,000円
★T無客室利用は1名様1,000円引

豊富なドリン
クメニューで

うれしい飲み
放題付

今年も生ビー
ルは

プレミアムモ
ルツ！

鴨川を見渡し比叡山や大文字・東山を一望
できる大パノラマの屋上でバーベキュー
★牛豚鶏ミックス★海鮮（エビ、イカ、ホタテ）
★焼野菜★サラダ★ライス★スープ★漬物付

※5/10～31、8/1～15、8/17～22利用は
1名様プラス1,000円
★中学生以上で未成年の方は1名様800円引

料理（イメージ）料理（イメージ）

双子のパンダ
（イメージ）
双子のパンダ
（イメージ）

兼六園券入園券付兼六園券入園券付
1泊朝食付 1室1名（シングル）

平日 8,100円
1室2名（ツイン）

7,600円
1室3名

8,100円

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hirayu/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
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/kanazawa/info.html


＋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

食事

JR鹿児島中央駅
無料送迎（要予約）

送迎

特典 ●ウエルカムドリンク
●食事付のお子様ソフ
トドリンク飲み放題（お
子様ランチ1,000円～）

★条件★～7/30
／ 1室1名様利用
はプラス500円／
1名様プラス1,000
円で和室に変更可
（2名様から）薩摩会席に鯛姿造りをプラスした

黄金セット

第841号（8）　平成27年5月10日

※1室1名様利用はプラス1,000円

★条件★～7/19

食事 瀬戸内の食材を中心とした会席料理9品
※時期により食材の変更もございます

※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
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082-221-3736広島県 KKRホテル広島 広島

夕食はKKRホテル広島名物の釜飯3種を含む7種類からお選びいただけます

広島県広島市中区東白島町19-65

096-355-0121

ビジネス朝食付宿泊プラン

熊本県 KKRホテル熊本熊本

朝食付　熊本城に一番近いホテル　市街地まで徒歩6分

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

089-941-2934

瀬戸内まるごとプラン

愛媛県 KKR道後ゆづき松山
道後温泉

お料理と温泉を満喫してください

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

083-922-3268083-922-3

まるごと食べんさいプラン

山口県 KKR山口あさくら湯田
温泉

H27年大型ドラマの舞台　やまぐちへおいでませ
当館自慢の温泉に癒され、こだわりのお料理をご堪能ください！

山口県山口市神田町2-18

099-225-2505鹿児島県 KKR鹿児島 敬天閣城山
温泉

金　　   の薩摩会席プランOUGONOUGON

おかげさまで60周年！
特別感謝プラン

鹿児島県鹿児島市城山町5-24

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

092-521-1361

どんたくご膳プラン

福岡県 KKRホテル博多博多

博多ならでは味覚をふんだんに取り揃えました

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

1泊2食 平日

1室2名～ 13,650円
土・休前日

15,650円

★条件★～7/31 ／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／ 1日限定3室

食事 博多の郷土料理にこだわった味わい
深い食事をご堪能いただけます
アサヒ生ビール（小）1杯 または 
デザート＆コーヒー付

特典

食事 朝食は和洋バイキング
駐車場料金無料
（通常1泊 1,000円）

特典

1泊2食 平日

1室1名～ 9,000円
土・休前日

11,100円

★条件★～8/31

※7/18～8/23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）
※1名様プラス1,000円でエグゼクティブルームに変更可
★BT無客室利用は1名様500円引
食事 選べる夕食7種類

●お造り御膳　●天婦羅御膳
●ステーキ御膳
●海老フライ御膳
●釜飯御膳(3種)

1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円
土・休前日

7,400円

★条件★～7/31（7/18・19除く）
　／ 3日前までの要予約

食事 ●お肉、お魚をたっぷり取り入れた料理長一押しの
創作会席料理（写真は5/31までの春の会席、夏の会席
は6/1から）

★条件★～6/30 ／ 1日限定5組

食事 朝食は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
50品目
駐車場料金無料（通常1泊500円）特典

1泊朝食付 平日

1室1名

1室2名～

6,700円
土・休前日

7,800円
6,500円 7,500円

2食付で
お気軽宿泊
2食付で
お気軽宿泊 長州やまぐち長州やまぐち

オール
博多
オール
博多

1泊朝食付 平日

1室1名～ 6,200円
土・休前日

8,300円

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

●道後公園・子規記念博物館（徒歩5分）
●道後温泉本館「坊っちゃんの湯」（徒歩10分)
●国宝仁王門の石手寺（徒歩15分）
●松山城（車10分）

●萩市観光(車60分)松下村塾、
松陰神社、萩城跡　他
●山口市観光(車8分)山口御屋
形跡、香山公園、十朋亭 他

082島県 KKRホテル広島 広島

夕食はKKRホテル広島名物の釜飯3種を含む7種類からお選びいただけま

広島県広島市

7/18～8/23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）
名様プ グゼ ブ 変

1泊2食 平日

室2名～ 6,900円
土・休前日

7,400円

で付で付食22食22食食付で食付で付で2食付食付で付で食食付で
泊宿軽気おお気軽気軽お気お気軽軽宿軽宿気軽宿宿泊宿宿泊宿軽宿宿泊 えらべる夕食プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

入館料：大人500円
小中学生200円

★1室3名様利用は1名様1,000円引　★1室4名様利用は1名様1,500円引

1泊2食 平日

1室2名～ 13,800円
土・休前日

15,800円

料理（イメージ）

●博多座『宝塚歌劇雪組公演』（5/2～5/25）
　　　　『6月博多座大歌舞伎』（6/2～6/26） 
●博多祇園山笠（7/1～7/15）

1泊2食 平日

1室2名～ 11,000円
土・休前日

11,500円

●照国神社六月灯（7/15・16）
●鹿児島カップ2015火山めぐり
　ヨットレース（7/17～ 20）
●かごしまフロ（風呂）マラソン
　温泉スタンプラリー開催中
　（～平成28年3/31）

一路博多プラン
イ チ ロ ハ カ タ

お得！お得！

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

※1名様プラス750円で
熊本城側の部屋に変更可
（ツイン・トリプル）

料理（イメージ）料理（イメージ）

朝食（イメージ） 料理（イメージ）

道後温泉（イメージ）道後温泉（イメージ）

▲UP

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
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hirayu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/gero/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/shirahama/info.html
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