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駐車料金無料サービス（6:00～翌22:00）

第844号（4）　平成27年8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いたします　※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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＋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

0138-57-8484

ゴーゴーファミリープラン夏休みは函館へ!

北海道 KKR はこだて函館
湯の川温泉

大人2名様以上とご一緒のお子様の料金は5,500円！
夏休み～9月までのご旅行に最適なプランです♪

北海道函館市湯川町2-8-14

015-483-2643

得々プランお得に宿泊!

北海道 KKR かわゆ

●世界遺産知床（車90分）
●神秘の摩周湖（車20分）
●天下の絶景・美幌峠（車40分）

★条件★8/1～
9/30（8/8～15、
9/19～22除く）

★条件★8/1～9/30 ／ T付客室／ T無客室
利用は1名様1,000円引

摩周湖（イメージ）摩周湖（イメージ）

お釜（イメージ）お釜（イメージ）

川湯
温泉

食事

★源泉かけ流し★
川湯温泉はpH1.8を誇る日本有数の強酸性泉です

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

和食膳を日替わりでご用意して
おります、連泊にもＯＫ！

※1室1名様利用はプラス1,000円

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 6,330円 7,330円

土・休前日と8/8～15、9/19～221泊2食 8/1～8/7、8/16～9/30の平日

1室2名～ 8,600円 9,600円
1泊2食 8/1～8/31

1室2名～ 9,750円 10,650円

ゴーゴーゴーゴー

8/24～31

8/1～23

1泊2食 平日 1室2名～

10,000円
10,500円

9/1～30 9,500円
お子様（小学生まで）全日 5,500円
★条件★～9/30 ／土・休前日利用は1名様
プラス1,500円

食事
料理長が厳選した食材を
使用の日替わりメニュー
★お子様の夕食は大人食、
お子様ランチより選択可

大人1名様プラス2,000
円にて夕食グレードアッ
プ＆お部屋食にてご用
意（要予約）

特典
●お子様に函館牛乳アイス
プレゼント

●お部屋で楽しめるゲー
ム・絵本無料貸出し
●徒歩4分の湯川海水浴場
にお出かけの方にタオル
セット一式無料貸出

※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1,600円

★函館夜景★
定期観光バス

023-694-9187

エコーライン開通プラン

ジュウジュウBBQプランビアガーデンで

山形県 KKR 蔵王 白銀荘蔵王
温泉

6/22より蔵王山火口付近噴火警報解除につき、蔵王エコーライン開通！
お釜観光のあとは強酸性硫黄泉の蔵王温泉でリフレッシュ

山形県山形市蔵王温泉904-8

食事 和風会席膳または生ラムジンギスカンコース

和風会席膳のお肉料理をグレードアップ
①蔵王牛すき焼orしゃぶしゃぶに変更：1人前プラス2,200円
　（要予約2日前、2人前から、1グループ同一メニュー）
②蔵王牛小鍋すき焼き・しゃぶしゃぶに変更：
　1人前プラス1,200円（要予約2日前、1人前からOK）

★お子様は1泊2食5,000円（8/1～31）キッズステーキディナー＆
サプライズプレゼント

03-3287-2921

サマープラン

東京都 KKR ホテル東京竹橋

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

東京都千代田区大手町1-4-1

★条件★8/1～
9/30（9/7除く）

しゃぶしゃぶ鍋（イメージ）しゃぶしゃぶ鍋（イメージ）

0278-72-2345

8/1～8/31

9,750円 10,650円
～

除く）

0278-72-23

しゃぶしゃぶ鍋プラン赤城山麓牛の

群馬県 KKR 水上 水明荘水上
温泉

美味しさ、ボリュームともに大満足
1日限定5組の超おすすめプラン！

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

食事　　  地場食材に富んだ
季節の料理に赤城山麓牛の
しゃぶしゃぶ

和昼食付

桃狩り桃狩り

焼肉食べ放題昼食付

2,200円
3,100円

※詳細は施設にお問い合わせください

桃（イメージ）桃（イメージ）

お部屋タイプは
お任せ♪朝食付

1泊朝食付 1室1名

平日

日・祝日

9,800円 8,400円
7,800円 7,400円

1室2名・3名

ホテルからの景観（イメージ）ホテルからの景観（イメージ）

★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

食事
朝食は和洋
バイキング
(AM7:00～
AM9:00）
※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

特典
●コインランドリーあり（有料）
●全室有線・無線LAN利用可（無料）
●客室は全室禁煙（喫煙所あり）

※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

045-621-9684神奈川県 KKR ポートヒル横浜横浜
神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

03-3713-81312921
手町1-4-1

03-371

シングル・ツインルームプラン

東京都 KKR ホテル中目黒中目黒

緑の中のビジネスホテル  
観光、ビジネスにご利用ください

東京都目黒区東山1-27-15

★条件★～10/31

食事
朝食はダイニング
ルーム『華』で和食
ビュッフェ

1泊朝食付 全日

6,800円
5,800円

●渋谷（電車4分）
●六本木ヒルズ（電車10分）
●新宿三丁目（電車12分）
●原宿・明治神宮前（14分）
●東京ディズニーリゾート（電車45分）
※中目黒駅からの所要時間

外観（イメージ）外観（イメージ）
1室2名

（ツインルーム）

1室1名
（シングルルーム）

※トリプルルーム（1室3名）、和室（1室2～4名）利用プランは
お問い合わせください

※1室1名様利用はプラス1,100円
※人気のお庭に面した大正館指定は1名様
プラス1,100円

火曜日から土曜日の15:00から30分毎に
中目黒駅出発 最終22:00
中目黒駅バスターミナル先
TSUTAYA横⇒ホテル

※詳細は施設にお問い合わせください

シャトル
バス運行

夏の風物詩「ビアガーデン」でみんなでワイワイ！ジュウジュウ！BBQ！

おもいっきり海水浴＆贅沢グルメプラン

046-871-2042神奈川県 KKR 逗子 松汀園湘南･
逗子海岸

神奈川県逗子市新宿3-2-26

松汀園名物・豪華舟盛付！葉山牛/あわび/9月限定の伊勢海老からチョイス！

★条件★8/1～9/13／
海側和室利用／山手側
和室利用は1名様1,000
円引／海側ツイン利用は
1名様プラス1,000円／
1日限定4室

食事 港の見えるビアガーデンでバーベキュー
（2時間飲み放題付）
●お子様には食後にアイスクリームを
　プレゼント
●朝食時にモーニングコーヒー
　（お子様にはジュース）をサービス
●ご夕食は2時間フリードリンク付

特典

1泊2食 平日

1室2名～

お子様
（小学生まで）

13,800円 14,800円
9,100円 10,100円

土・休前日

※8/12～15利用は1名様プラス2,000円

1泊2食 1室2名～

9/30
まで夏の美食＆和会席プラン夏のの美美食食＆＆和和会会席席ププラランン夏の美食＆和会席プラン

※8/1～24利用は1名様プラス1,000円
※フレンチフルコースまたは和会席料理のご選択
※詳細は施設にお問い合わせください

12,500円 13,500円平日 土・休前日と
8/12～15

1泊2食 1室2名～

9,980円
11,980円土・祝前日、

夏季（7/11～8/31）

12,980円特定日
(8/1・8～15・22・29）

平日

食事　　  選べるグルメ（葉山牛、あわび、
9月限定伊勢海老）からお1品ご選択

★条件★～9/6

　　  ●夏季限定でチェックイン前の9時からチェックア
ウト後の16時まで駐車場、休憩室、温水シャワー無料!!
●13時からのアーリーチェックインOK（要予約・除外日あり）
●お子様 ゆかた無料＆花火プレゼント

特典

午前中から
海へGO！
午前中から
海へGO！

※スタンドアップ
パドルボード（SUP）体験
（レッスン・レンタル料金含む）

大人　　 4,000円
親子ペア 6,500円

初めてでも簡単! 子供から大人まで初めてでも簡単! 子供から大人まで

【8月】神奈川新聞花火大会・
 中華街「関帝誕」
【9月】元町「チャーミング
 セール」・三溪園
 「観月会」

9/1～9/30

チェックイン前、
チェックアウト後の
ランチに大好評！～10/31

ドアップ
ード（SUP）体験
・レンタル料金含む）

プラス1,100円ヒー
サービス
ンク付

※8/1～24利用は1名様プラス1,000円
※フレンチフルコースまたは和会席料理のご選択
※詳細は施設にお問い合わせください

, ,8 5

　　  選べるグルメ（葉山　　  食事
9月限定伊勢海老）から

山牛、あわび、
お1品ご選択

※スタンド※スタンド
パドルボー
（レッスン

大人 4 000大人　　 4,000円
親子ペア 6,500円

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kawayu/info.html
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/nakameguro/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/zushi/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

　　  夕食は調理長のおまかせ季節
の御膳コース、朝食はビュッフェ
★お子様の夕食はお子様バイキング

ステーキ・お寿司・お造りなど約40種類が90分食べ
放題
生ビール・信州ワイン・ドリンクバーが飲み放題

お子様（小学生まで）全日 7,000円

KKR 江ノ島 ニュー向洋

　（5）
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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）

0460-87-2350神奈川県 KKR 宮の下箱根･
木賀温泉

厳選の食材を鮨で食す！こだわりのグルメプラン

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0466-23-7710神奈川県

1泊2食 平日（右記除く）

1室2名～ 10,800円
土・休前日と8/17～21 

12,800円
特定日（8/1～8/16）

15,300円

●片瀬東浜海水浴場（徒歩5分）
●新江ノ島水族館（徒歩15分）
●江の島（徒歩15分）
●ビーチバレー大会（～8月中旬）

★条件★8/1～
9/30 ／ 8畳T付和
室／ BT付客室は
1名様プラス1,500
円、T無客室は1名様
1,000円引（大人）

湘南･
片瀬海岸

夏のご旅行は新江ノ島水族館と江ノ島へ遊びに行こう！

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

★条件★9/1～30
（9/19～22・26除く）

新江ノ島水族館（イメージ）新江ノ島水族館（イメージ）

1室2名1泊2食 1室3名～

平日 11,800円 12,800円

0557-85-2000

土瓶蒸しともち豚・きのこの陶板焼きプラン

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン

静岡県 KKR ホテル熱海伊豆･
熱海温泉

大森調理長渾身の秋の和食グルメ

静岡県熱海市春日町7-39

※土・休前日利用は1名様
プラス3,000円

●MOA美術館：緑に囲ま
れた自然豊かな美術館
（車10分）
●来宮神社：樹齢2千年を
超える「大楠」がご神木、
神社直営のカフェも大
人気（車10分）

※小学生のお子様は1泊2食 6,750円～8,750円
※3歳～小学生未満のお子様は1泊2食 6,250円～8,250円
※新江ノ島水族館チケット：大人2,100円、小学生1,000円、幼児3歳以上600円相当付

1泊2食全日

8/1～8/10

1室2名～

9,900円
8/11～8/17 12,900円
8/18～9/30 8,900円

食事 お夕食は会席料理（小学生のお子様は料理が選べます）

食事 土瓶蒸しともち豚・
きのこの陶板焼きが
メインの和食グルメ

●お子さま花火プレゼント（～8/31）
●ファミリーカラオケ 
　2時間 5,000円（要予約）
●車、荷物等朝から預かり可
●食前酒サービス

特典

「KKR8月号を見た！」で
生ビール一杯無料

特典

1泊2食

8/1～7

1室2名～

13,850円
休前日と
8/8～18 15,350円
8/19～31 12,850円

御殿場プレミアムアウトレット
（車約30分）

★条件★8/1～31（8/16除く）／
8/8～18は3名様から利用可

料理（イメージ）料理（イメージ）

箱根で味わう鮨会席プラン
食事　　 山海の味覚を存分
に味わえる会席料理に新
鮮魚介の握り鮨がついた
グルメ会席
★1人前プラス2,000円で
“鮑の踊り焼き”又は“足柄
牛天然石鍋焼き”をご用意

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎
（14:30～18:00）

送迎

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 無料送迎（要予約）送迎

※現在、大涌谷付近の噴火警戒レベルは3となっておりますが、当館付近
（宮の下）は立入禁止区域外で特に問題はなく営業を行っており、また、温
泉も自家源泉で湯量等通常通り豊富な状態です（7/28現在）

料理（イメージ）料理（イメージ）

★条件★～9/30（9/19～22除く）／ 1日限定5組1泊2食 平日

1室2名～ 9,700円 10,700円

055-948-0010静岡県 KKR 伊豆長岡 千歳荘伊豆
長岡温泉

世界遺産「韮山反射炉」見るなら伊豆長岡へ！

静岡県伊豆の国市古奈82

※8/8～15利用は土・休前日料金に1名様プラス2,000円

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

●海水浴ならここ！
　らららサンビーチ：車30分
●雨でも泳ぎたい！屋内温水
　プール（町営）：車10分
●イルカショーや水族館なら！
　三津シーパラダイス・あわしま
　マリンパーク：車20分
●花の国修善寺虹の郷！：車20分
●いろんな自転車が楽しめる！
　サイクルスポーツセンター：
　車30分

お肉大好き 静岡県産あしたか牛ステーキプラン
周辺観光もいっぱい

世界遺産　韮山反射炉

伊豆長岡千歳荘から車で15分
伊豆長岡駅から無料送迎バスで10分

★条件★8/1～9/30
（8/8～15除く）

0578-89-2626

奥飛騨和会席プラン

岐阜県 KKR 平湯たから荘平湯
温泉

上高地、乗鞍の玄関口として最適な宿！

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

※1室1名様利用はプラス2,000円
（平日のみ利用可）

●上高地　●乗鞍高原
●新穂高ロープウウェイ等

食事 A5飛騨牛しゃぶしゃぶが
1品付いた奥飛騨ならで
はの季節の和会席

★1名様プラス1,000円で特別
和室にてお部屋食に変更可

★条件★～8/15 ／和室利用／ベッドルーム
利用は別料金となります

食事 飛騨牛パイ包み山椒ソース掛け、
鮎の塩焼き、鰻白焼き柚子胡椒
鍋、冬瓜旨味スープに水物を加え
た全7品

上高地（イメージ）上高地（イメージ）

土・休前日と
8/13・14

1泊2食 平日

1室1名～ 11,100円
12,100円

0576-25-5505岐阜県 KKR 下呂 しらさぎ下呂
温泉

夏の味覚をお楽しみください

岐阜県下呂市森1209

●下呂温泉合掌村（徒歩5分）　●飛騨高山（車60分）

巧味会席プラン

0266-58-1259

すわっこ祭りバイキングプラン
ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付

長野県 KKR 諏訪湖荘上諏訪
温泉

7/26～8/31まで諏訪湖は毎日が花火大会！
ステーキをはじめお料理からデザートまで約40種類が食べ放題！

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

8月は毎夜諏訪湖で
花火が上がります！
当館から諏訪湖まで
徒歩1分

プランご利用のお客様には
スーパーボールすくいや手
持ち花火プレゼント！
その他かた抜き等縁日開催中！

特典

バイキング
（イメージ）
バイキング
（イメージ）

076-264-3261石川県 KKR ホテル金沢金沢

北陸新幹線開通の新しい金沢と古き良き伝統工芸の金沢
金沢のおすすめスポットをフロントが責任もってご紹介いたします!

石川県金沢市大手町2-32

金沢再発見 ！ プラン

025-784-3424

お子様バイキングプラン

新潟県 KKR 湯沢 ゆきぐに越後
湯沢温泉

ソフトドリンク飲み放題♪

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

0255-86-2113新潟県 KKR 妙高高原 白樺荘池の平
温泉

自然いっぱい、楽しさいっぱい
家族・友人で楽しめる近隣レジャーが充実

新潟県妙高市関川2275

避暑地・妙高高原で遊んじゃお♪プラン夏休み

お子様（小学生まで）全日7,500円

※9/1以降は土・休前日のみお子様バイキング
※人数によってはオーダーバイキングの場合あり

●湯沢高原アルプの里
　（ジップラインアドベンチャー）
●レジャープールオーロラ
　（流れるプール）
●弥彦神社（車100分）
●寺泊（車100分）

●お子様に花火プレゼント
●女性はバラ風呂、男性は
　アヒル風呂
●6階客室は上越新幹線
　トレインビュー
●新潟の地酒ワンカップ
　コーナー新設
●ソフトドリンク飲み放題

食事

★条件★8/1～9/30 ／ 1名様プラス
1,000円でBT付和室に変更可

JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）送迎

1名様プラス1,600
円でお食事コース
をグレードアップ可

1泊2食 1室1名～ 

9/1～30

平日

7,700円
8/1～7・
16～31 8,700円
8/8～15 11,000円

●チビッコ忍者村（車40分）　
●タングラム斑尾（車30分）
●妙高高原サンシャインランド（車20分）

★中学生以下は5,000円、未就学児は無料
★小学生までのお子様には、キッズくじ引き＆花火プレゼント
★キッズプレイルーム新設

食事　　  信越の食材を使用し手作りに
こだわったヘルシー和食「一汁五彩
ブッフェ」
★条件★8/1～9/30 ／ BT付客室
利用は1名様プラス1,000円
★デザートコーナー登場　
★ソフトドリンク飲み放題コーナー新設
★小学生以下のお子様はキッズバイキング

組合員限定キッズ割！組合員限定キッズ割！

★条件★～9/4（8/15除く）／ BT無和室／
1名様プラス1,000円でT付客室に変更可

食事
1泊2食 1室2名～

8/25～28、
8/30～9/4
8/2～7・17～21・
23・24・29

8/1・8～16・22

9,800円
10,800円

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

12,200円
13,200円

13,800円

土・休前日1泊朝食付 平日

1室1名
（シングル）8,000円 9,000円
1室2名

（レギュラーツイン）7,500円 8,500円
1室3名

（デラックスツイン＋
エキストラベッド） 8,000円 9,000円 ●金沢城址公園（徒歩1分）

●近江町市場（徒歩5分）
●兼六園（徒歩8分）
●ひがし茶屋街（徒歩10分）

※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

★条件★～9/30食事 朝食は和洋バイキング

1名様プラス
4,000円で夕・
朝食付に変更可

オプション

ひがし茶屋街（イメージ）ひがし茶屋街（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付

★生ビール一杯無料!!★

江戸お台場の砲台を鋳造した炉。実際に稼働
した反射炉で残っているのは国内でもここだけ！

アクセス

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/enoshima/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/suwa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/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/miyanosita/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hirayu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/gero/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

　　  お造り3種盛他新鮮魚介を
使った会席料理（全10品）

※8/1～15、8/17～22利用は1名様プラス1,000円
★中学生～未成年の方は1名様800円引
※シングル1名、ツイン2名、和室T付3名利用時の料金です

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～

お子様
（小学生）

12,650円 14,650円
11,000円 12,000円

第844号（6）　平成27年8月10日

★条件★～9/30
（8/16、9/19～21除く）
／ 1日限定5室

075-222-0092

京で絶景バーベキュー・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
鴨川を見渡し比叡山や大文字・東山を一望できる屋上でバーベキュー !!

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

土・休前日と
8/2～14

1泊2食
平日

1室1名～

9,800円
10,800円

★小学生以下のお子様は500円引

KKR ホテル 名古屋 077-578-2020滋賀県 KKR ホテルびわこ琵琶湖

～家族一緒に思い出の夏～

滋賀県大津市下阪本1-1-1

052-201-3326愛知県

●名古屋城（正門・表書院
　復元一般公開）
●名古屋市科学館
　（プラネタリウム）
●JR東海（リニア・鉄道館）

★条件★～9/30

名古屋

名古屋城にとても近く、観光や散策にお勧め！

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

ファミリープラン

食事 郷土料理「ひつまぶし御膳」
または「ステーキセット」

  　　●名古屋限定記念グッズ（キーホルダー）
●アーリーチェックイン（通常15:00→13:00）
●駐車場無料
●ワンドリンク無料券進呈（夕食時のみ利用可）
●1室2名以上の場合は名古屋城側のお部屋をご用意
●1室3名様利用は1部屋あたり1,000円引
●小学生以下で添い寝のお子様は無料

特典

●お子様に手持ち花火プレゼント（～8/31）
●お部屋で楽しめる玩具貸出サービス

特典

1泊2食 平日(8月)

1室2名～ 13,700円
平日(9月)

12,200円
土・休前日

15,950円

★条件★～9/30（8/7除く）／ 1日限定5室

びわ湖畔夏の名古屋城散策 パノラマバーベキュープラン

食事 ●国産牛・豚・鶏、海鮮、焼野菜、ウィンナーのBBQ
●枝豆、冷麦、サラダ、カットフルーツ付
★飲み放題2時間付

※小学生までのお子様は平日10,650円～11,770円、土・休前日13,290円
★中学生～未成年の方はお1人様800円引
★ダブルベッドルーム1室2名様利用はお1人様3,000円引
※ダブルベッドルーム1室1名様利用料金は要お問い合わせ

土・休前日

1泊2食

平日

1室2名～

11,000円
11,500円

KKR 鹿児島 敬天閣 099-225-2505鹿児島県

かごしまフロ（風呂）
マラソンスタンプラ
リー開催中（平成28
年3/31まで）

★条件★～9/30
（8/13～15除く）
／ 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名様から利用可）

城山
温泉

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

60周年記念会席プラン

食事 合計10品がなんと！1つの椀に！豪華
大関盛～！さらに黒毛和牛と季節のお
魚のしゃぶしゃぶが同時に楽しめるダ
ブルコンロ付！デザートは白熊だよ！
●ウエルカムドリンクあり
●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～）

特典

土・休前日

1泊2食

平日

1室2名～

13,650円
15,650円

※1室1名様利用はプラス1,000円

KKR 道後ゆづき 089-941-2934愛媛県

●道後温泉本館「坊っちゃんの湯」（徒歩10分)
●石手寺(51番札所)：国宝仁王門（徒歩15分）
●松山城：天守からの眺望（車10分）

★条件★8/17～9/30（9/19～22除く）

松山・
道後温泉

四国の旅はいかがですか

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

しまなみプラン

食事 瀬戸内の食材を中心にした献立

飲み放題付

湖畔バーベキュー（イメージ）湖畔バーベキュー（イメージ）BBQ料理（イメージ）BBQ料理（イメージ）

食事 牛豚鶏ミックス＆海鮮・焼野菜のバーベキュー
（サラダ・ライス・スープ・漬物付）

★豊富なドリンクメニューの飲み放題付♪生ビールはプレミアムモルツ！
※1名様プラス2,000円でお肉を国産牛180gへグレードアップ！（要予約）
※1名様プラス5,050円でお肉を近江牛180gへグレードアップ！（要予約）

※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、但馬牛しゃぶ会席は2名様より）

屋上バーベキュー（イメージ）屋上バーベキュー（イメージ）

名古屋城（イメージ）名古屋城（イメージ）

城崎夢花火
（イメージ）
城崎夢花火
（イメージ）

※アドベンチャーワールドチケット料金
（大人4,100円、小人2,500円相当）を含む

★条件★～8/30（8/8～15除く）

0739-42-3383

アドベンチャーワールド
チケット付プラン

和歌山県 KKR 白浜 美浜荘白浜
温泉

双子パンダ“すくすく”成長中

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

食事

双子のパンダ（イメージ）双子のパンダ（イメージ）

●南紀白浜温泉メッセージ花火：～8/23（8/10除く）の毎夜
●熊野水軍埋蔵金探し（8/26～30）参加無料
●キャンドルイルミネーション（8/15・22）
●アドベンチャーワールド(車10分）

1泊2食

1室2名～

平日

13,800円 14,800円
●小学生 全日

全日

8,800円
●4才～
　小学生未満 7,800円

1泊2食1室2名～

但馬牛会席

平日

12,900円
焼きがに付会席 11,900円
但馬牛しゃぶ会席 10,900円
スタンダード会席 8,900円

0796-32-2631

城崎夢花火プラン

兵庫県 KKR 城崎 玄武城崎
温泉

温泉とお料理と花火で城崎の夏を満喫！

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

●気比の浜海水浴場（車5分）
●竹野浜海水浴場（車15分）
●城崎マリンワールド（車10分）
●天空の城・竹田城跡（車約60分）
●夢花火：8/24までの平日（8/13～15
除く）21:00から約10分間（雨天中止）

★条件★～9/30
（8/13～16除く）／
T付客室利用は1名
様プラス1,000円

食事
但馬牛会席：但馬牛料理（炙り握り寿
司・しゃぶしゃぶ・ステーキ）付和会席
焼きがに付会席：焼きすわいがに付
き和会席
但馬牛しゃぶ会席：但馬牛しゃぶしゃ
ぶ鍋付和会席

9月は夕食時ドリ
ンク料金20％引
（8月は10％引）

特典 ★9月の利用は大人1,000円引、Aお子様は500円引、Bお子様は700円引
※8/8～15、9/19～22は特別料金、施設に要お問い合わせ

1泊2食1室2名～
平日

おとな Aお子様

12,350円
土・休前日 14,350円

6,170円
7,170円

Bお子様

8,650円
10,050円

083-922-3268

わくわくファミリープラン

山口県 KKR 山口 あさくら湯田
温泉

家族一緒に思い出の夏へ

山口県山口市神田町2-18

★条件★～9/30

食事 山口の旬の味覚を取り入れた月替わりの会席料理(全12品)
Aお子様　夕食：エビフライステーキセット
　　　　　朝食：ホットケーキセット
Bお子様　夕食：子供会席
　　　　　朝食：和朝食

●小学生未満のお子様：お子様ランチ（夕・朝食）
1名様分サービス、アイスクリーム券プレゼント

●小学生のお子様：夕食時、子供ビール
　(炭酸飲料)を1本サービス
●大人の方：夕食時、日本酒または
　ソフトドリンクを1杯サービス
●チェックイン（15:00→14:00）
　チェックアウト（10:00→11:00）

特典

キセット

角島（イメージ）角島（イメージ）

料理イメージ）料理イメージ）

土・休前日1泊2食 平日

1室1名～ 10,800円 12,400円

土・休前日1泊朝食付 平日

1室1名～ 6,200円 8,300円

KKR ホテル博多 092-521-1361福岡県

博多座 『石川さゆり特別公演』
（9/5～28）

博多

お肉、お魚、旬の野菜が盛りだくさん！

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

黒毛和牛ステーキごはんと夏野菜の会席プラン

一路博多プラン

食事 熊本県の広大な自然
が育んだ菊池牛「和
王」を使用しています

食事
朝食は和洋
バイキング

夏休み期間（7/18～8/31）
は選べる特典をご用意！

※特典の詳細は施設にお問い合わせください

特典

★条件★8/1～9/30／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

駐車場無料（通常1泊1,000円）
特典

イチ　ロ　ハカ　タ

料理イメージ）料理イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

親子でエンジョイ！

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 9,600円 10,600円
★小学生未満のお子様は2,350円～（添い寝・お子様ランチ）

KKR ホテル 熊本 096-355-0121熊本県

●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）
●熊本城（徒歩約5分）　●城彩苑（徒歩約10分）
※熊本城＋城彩苑お得なチケットフロントにてご用意★条件★～9/30

熊本

選べる！中国orイタリアンコース 
朝食50種バイキング

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

選べるコース 旅満喫プラン

食事 夕食：中国またはイタリアンそれぞれのシェフ
　　  が腕を振るうコース料理（7～8品）
　　　※ご予約時にお選びください
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50品目
駐車場利用料金無料
（通常1泊500円）

特典

イタリアン（イメージ）イタリアン（イメージ）

※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いたします　※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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限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
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
。

お子様定食

お子様ランチ

鹿児島中央駅無料送迎（要予約）送迎

▲UP

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/shirahama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kinosaki/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/nagoya/info.html
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