
第850号　毎月1回10日発行 平成28年2月10日　（3）

※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）

第850号 毎月1回10日発行 月10日　（3）平成28年2月

http://www.kkr.or.jp/hotel/


第850号（4）　平成28年2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

徳川将軍家献上湯『木賀温泉』
源泉掛け流しの露天風呂「せせらぎの湯」で疲れを癒し
てください

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

1泊2食 全日 2月

1室2名～ 11,950円 12,650円1室2名 11 950 12 650

川県足柄下郡箱根町木賀101神奈川 足柄下郡 根町木賀 14

1泊2食 全日 2月

1室2名 11 950 12 650

箱根で味わう鮨会席プラン

KKR 宮の下
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

お食事にこだわりたい方におすすめのグルメ企画♪

新鮮な魚介の握り鮨、山海の旨みを
詰め込んだ会席料理のご夕食

3月

2/11～3/31（3/19・20除く）／T付和室

料理
（イメージ）

料理
（イメージ）

神奈川県
0460-87-2350箱根・木賀温泉

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（時間14:30～18:00）

【2月】春節燈花（中華街）／
チャーミングセール（元町）
／観梅会（三溪園）
【3月】さくらフェスタ（横浜
市内各地）／観桜の夕べ
（三溪園）

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

KKR ポートヒル横浜
港の見える丘公園の一角に位置するホテル

冬の横浜のイルミネーションをご満喫ください

1泊2食

1室2名～

平日

11,500円

土・休前日

12,500円

～3/29 ／海側BT付和室／山手側和室は
割引あり／洋室利用は1名様プラス1,000
円（要電話問合せ）／ 3日前まで要予約

ご夕食は『シェフのおすすめフレンチ
コース』または『板長の特選和食』

朝食時にモーニングコーヒーをサービス

神奈川県

横　浜
045-621-9684

ベイブリッジの夜景（イメージ）ベイブリッジの夜景（イメージ）

豚の陶板焼きと桜鯛の釜飯プラン

KKR ホテル熱海
全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

海の幸と春の味覚をふんだんに使った会席料理

静岡県
伊豆・熱海温泉 0557-85-2000

静岡県熱海市春日町7-39

1泊2食 平日

1室2名～ 12,800円 15,800円

蟹甲羅焼き、桜花揚げ、朝霧高原ヨーグル豚の陶板焼き、桜
鯛と桜海老が入った釜飯など海の幸×春の味覚がいっぱい

土・休前日

3/1～3/31（3/19・20除く）／
1室4名 様 以 上 は お1人 様
1,000円引／和室または洋室
ツイン／和洋室と和洋スーペ
リア利用は1名様プラス500円

●熱海梅園　梅まつり（～3/6）
●MOA美術館「国宝 紅白梅図屏風と所蔵名品展」（～3/6）
●初島漁師の丼合戦（～3/13）　　
●熱海城桜まつり（3/26～4/10）

料理（イメージ）料理（イメージ）

●新江ノ島水族館（徒歩15分）
●江の島展望台・植物園・江島神社（徒歩20分）

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

海鮮鍋プラン

KKR 江ノ島 ニュー向洋
江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

寒いこの時期　一番人気の宿泊プラン！

1泊2食 平日

1室2名～ 10,250円 12,250円

土・休前日

～3/31／ 1室1名様利用はプラス1,000円／
8畳T付和室／ T無客室は大人1名様1,000円引
／BT付客室は大人1名様プラス1,000円

　　  メインは海
鮮具だくさん、冬
野菜たっぷりの特
製鍋（小学生は料
理を選べます）

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

0466-23-7710

江ノ島と富士山（イメージ）江ノ島と富士山（イメージ）

鍋（イメージ）鍋（イメージ）

お子様（小学生） 6,150円全日

お子様（3歳から）全日5,650円

1泊2食 平日

1室2名～ 6,830円 7,330円

とれたてご馳走プラン

KKR かわゆ
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

美味しいお料理と温泉でリラックス

北海道ならではの食材を吟味し季節に合わせた会席
～4/27 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円／ T付和室または
洋室BT付ツイン／ 1名様プラス1,000円で特別室に変更可

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は湯治湯として知られる名湯です。周りの豊かな森林から
発散しているマイナスイオンはリラックス効果もあります

土・休前日

料理（イメージ）料理（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

温泉（イメージ）温泉（イメージ）

樹氷とロープウェイ（イメージ）樹氷とロープウェイ（イメージ）

北海道
川湯温泉 015-483-2643

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

1泊2食 平日 2/10～3/31

1室2名～ 14,500円 15,000円室2名 14,500円 15,000円

3
5

1泊

1室

泊2食 平日 2/10～3/31

室2名～ 14 500円 15 000円

北海至福会席プラン

KKR はこだて
北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

鮮度抜群！毛蟹やお刺身♪北の恵みを心ゆくまで！

ほたて・あわび・海老等の造り盛合わせ、
毛蟹など、北海道の味覚満載！

2/10～4/27 ／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／ T付和室／ 3日前まで要予約

4/1～4/27

北海道
函館･湯の川温泉 0138-57-8484 

当館から市電の乗り場まで
徒歩4分♪
函館朝市、元町、五稜郭など、
観光や買い物に便利

北海道函館市湯川町2-8-14

※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

円1,900大人
（当日予約可）

1泊2食 3月の平日

1室2名～ 8,600円 9,600円

パウダースノープラン

KKR 蔵王 白銀荘
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
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1泊2食 3月の平日

室 名 8 600 9 600

パパパパパパウウダダダダダースノノーノノープラン

KRK R蔵王 白銀荘蔵王 白銀荘
ープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿ロープウェイが目 前、四季の魅 満喫 温泉宿

樹氷を見ながら広大なゲレンデで滑ってみよう！

和風会席膳または
生ラムジンギスカン
～3/31／T付和室／
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

3月の土・休前日と2月

山形県
蔵王温泉 023-694-9187

山形県山形市蔵王温泉904-8

●全山共通乗車券宿泊者割引
　1日券5,000円→4,600円（3/7から4,100円）
　2日券9,200円→8,400円（3/7から7,400円）
●樹氷ライトアップ　2/28まで

●奥利根スノーパーク（車約10分）　●ノルン水上ス
キー場（車約10分）　●宝台樹スキー場（車約30分）
●玉原スキーパーク（車約60分）
★奥利根スノーパークは小学生以下のリフト料金無料！

お部屋食

スキーに最適

冬の横浜！

北海道の

向洋特製

選べる夕食付プラン

釜飯プラン

海
温泉リゾートホテ泉リゾートホテル
た会席料理理理

0557-850557- 5-2
静岡県熱海市静岡県熱 市春

800円

休前日

3月限定！

夕食時に生ビール1杯orソフトドリン
ク1本をサービス

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～

1泊目

8,350円

2泊目

7,850円

3泊目

7,350円

お値打ち湯治プラン

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％かけ流し、静寂に包まれた一軒宿

お得な宿泊プラン

日替わり会席
★連泊のお客様には昼食サービス（要予約）
JR水上駅　無料送迎（要予約）
迎え 14:55 15:40　 送り 10:00
～3/31 ／土曜、3/20利用は1名様プラス
1,500円／ 1室1名様利用はプラス1,200円
（通常2,000円）／ T付和室／電話予約限定

群馬県
水上温泉 0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

宝台樹スキー場（イメージ）宝台樹スキー場（イメージ）

東京都千代田区大手町1-4-1

全日 1室2名

1泊朝食付
チケット付 20,200円 21,200円

観劇付宿泊プラン

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

観劇と宿泊がセットになったお得なプラン

朝食は皇居が見える展望レスト
ランで和洋バイキング

1室1名

3/4～3/20 ／ 2週間前までの
電話予約限定（予約締切 3/6）

※日付変更・キャンセル不可、要事前振込
※明治座・国立劇場等、
　他公演の取扱いあり（要問合せ）

東京都

竹　橋
03-3287-2921

車・荷物等朝から預かり可

神奈川県逗子市新宿3-2-26

1泊2食 1室2名～

2月の平日 10,980円

3月の平日 11,480円

土・休前日

通常価格より
1,000円引

通常価格より
1,500円引
通常価格より
2,000円引11,980円

湘南プレミアム会席プラン

KKR 逗子 松汀園
古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

訳あり価格 最大2,000円引  贅沢グルメを2品チョイス！

豪快舟盛りをはじめ
海の幸がずらり～
贅沢グルメは①～④の
中から2品を要予約
（1品2名様以上、
1グループ3品まで）
①葉山牛サーロイン陶板焼
②あわび
③葉山牛しゃぶしゃぶ
④あわび＆海鮮しゃぶしゃぶ

～3/10 ／ 1室1名様利用はプラス1,100
円（平日のみ利用可）／ BT無和室／ 3日
前まで要予約
※プラン期間中に浴室改修工事がございます

神奈川県
湘南･
逗子海岸

046-871-2042

選べるグルメ（イメージ）選べるグルメ（イメージ）

舟盛（イメージ）舟盛（イメージ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/kawayu-toretategotisouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-heyashokukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/zao-powdersnowplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-yujiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-kangekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-fuyunoyokohamaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-premiumkaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-kaisennabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-ajikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-kamameshiplan.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

1室2名 6,500円 7,500円

春一番 朝食付プラン

KKR ホテル大阪
眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

1泊朝食付 平日

1室2名～ 6 500円 7 500円

春春一番番番番 朝朝食食付付プラン

KRKKRホテル大阪ホテル大阪
前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル眼前に大阪 公園 緑が広がるシティホ ル

春香る大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気に行こう

～3/31／ 1室1名様利用はプラス1,000円／ 1室3名
様利用はお1人様1,000円引／ 1名様プラス500円で
大阪城側客室（通常1,000円）

土・休前日と3/21～31

大阪府

森之宮
06-6941-1122

大阪城内濠の東側の約1.7haの広さに
約1,270本の梅が植えられ、早咲きから
遅咲きまで100品種の梅の花を楽しめ
ます（例年の見頃：2月中旬～3月上旬）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

朝食（イメージ）朝食（イメージ）
大阪城を一望の12階レストランで和洋バイキング
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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）

沼津御用邸記念公園（徒歩10分）
約15種類140本の梅が2月下旬まで咲きます
★観梅茶席（1/30～2/28の土日祝）
★桃の節句ひな飾り（2/1～3/30）

夕食は、金沢名物「治部煮」の入った
宿泊者専用会席
朝食は、お堀を眺めながらの和洋ブッフェ

～5/31／兼六園入園料大人310円相当を含む／
禁煙ツインルーム（23㎡）／ 3日前までの要予約
／1室1名、1室3名利用プランもございます

夕食は、金沢名物「治部煮」の入った

兼六園入園券付プラン

KKR ホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

兼兼六六園園入入園園券券券券付付プラン

KRKKRホテル金沢ホテル金沢ホテル金沢ホテル金沢
沢城 園の前、観光に便利なシティホテル金沢城公園 前、観光に便 なシ ィホテル

ご好評をいただいている自信の和会席をご賞味ください♪

石川県

金　沢
076-264-3261

北陸新幹線金沢開業1周年記念
 『金沢城・兼六園ライトアップ　～早春の段～』
梅園など早春の見所が満載（3/11～20）

石川県金沢市大手町2-32

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食食 平日

1室2名名1室2名名
入園券付付 11,500円 12,500円

土・休前日

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

1室2名～
リフト券付 12,600円 13,600円

KKR 湯沢 ゆきぐに
展望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる宿

潟県南魚沼郡湯沢町湯沢257新潟 南魚沼郡 沢町湯沢 74

1泊2食 平日

KRKKR湯沢 ゆきぐ湯沢 ゆゆきぐに
望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる宿展望 泉大浴場と新 の食を 分に楽しめる

とってもお得なリフト1日券付のプランです

ご夕食はあっさり豚
のしゃぶしゃぶ食べ
放題をご用意！

1名様プラス1,000円でベッドル
ームまたは風呂付和室に変更可

土・休前日

～3/31／和室T付12畳

新潟県
025-784-3424越後湯沢温泉

JR越後湯沢駅
無料送迎（要予約） スキー場（イメージ）スキー場（イメージ）

お子様（小学生まで） （リフト券なし）全日7,000円

静岡県伊豆の国市古奈82

1泊2食 平日

1室1名～
チケット付

2月

9,400円 9,200円

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

甘くて大粒ないちごで大満足！

旬な食材を使った会席料理

3月

～4/10 ／土・休前日は1名様
プラス1,000円／ 3/19・20
は1名様プラス2,000円／ 4
月利用は3月料金の200円引
／ T付和室

静岡県
055-948-0010伊豆長岡温泉

伊豆箱根鉄道
伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）

いちご狩りプラン

いちご（イメージ）いちご（イメージ）

静岡県沼津市志下192

9,350円 11,850円

KKR 沼津 はまゆう
駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り

2

0
県沼津市志下19静岡県 津市志下 92

農林水産大臣賞受賞の岡田料理長が丹精を込めて・・・

月替わり創作会席料理
※基本会席より料理品目、お造りの品数が少ないコースです

2/10～4/28／ 1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／ 3/19・20は土・休前日料金に
プラス1,000円／ 3/13～18・21～25・27～31は
平日料金にプラス1,000円／ BT付和室10畳また
は平成27年11月リニューアル済BT付洋室ツイン

静岡県
055-931-0592沼　津

JR沼津駅南口無料送迎 迎え16：00（要予約）
露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

1泊2食 平日
1室1名～
リフト券無 7,700円 8,700円
1室1名～
リフト券付 9,900円 11,900円

冬の高原リゾートプラン

KKR 妙高高原 白樺荘
自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

スキー場リフト券が付いてお得！

上信越の食材を味わう上方仕立ての優しい和食
★ミニブッフェの満腹コーナー　★滞在中ソフトドリンク飲み放題コーナーあり
★1名様プラス1,500円で生ビール・ワイン・日本酒 飲み放題

土・休前日

～4/9／和室利用／BT付客室は1名様
プラス1,000円

池の平スキー場（イメージ）

新潟県
池の平温泉 0255-86-2113

新潟県妙高市関川2275

最寄りスキー場の
シャトルバス有

★妙高杉ノ原または池の平温泉スキー場のリフト券（通常4,500円
相当）付　★中・高校生は1,000円割引！　★小学生は全日5,500円！
★添寝のお子様無料（食事なし）

9,800円 10,800円

員
料
金
で
す

組
合
員
証
等
の
ご
提

1泊2食 平日

1室2名～ 9,800円 10,800円

牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン

KKR 諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

ハーフビュッフェ＆ソフトドリンクバー付

長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題がメインの和風会席コース
★信州郷土料理日替わりハーフビュッフェあり
★ソフトドリンクバーは10種類ご用意
～3/31／T無和室6畳／T付客室は1名様プラス1,000円

長野県
上諏訪温泉 0266-58-1259

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

長野県産

夕食は和会席で

もうすぐママへの

お子様（全日）7,000円 料理（イメージ）料理（イメージ）

30分
食べ放題！

●Wi-Fi設置（1階ロビー及び各客室階）
●コンビニ隣ビル（ローソン24時間営業）
●地上駐車場完備（1泊330円）
●コインランドリー＆乾燥機（洗剤不要）

9,350円 11,850円

県静岡県

1泊2食 平日

1室2名～ 9,350円 11,850円

KRKKR沼津 はまゆ沼津 ははまゆう
河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿駿河湾の夕 と富 の雄姿を臨む海辺の 泉宿

農林水産大臣産大臣賞受賞賞受賞の岡田の 料理長理長が丹精が丹精が を込めを込 て・・込め込 て・・・

月替わり創作会席料理
※基本会席より料理品目、お造りの品数が少ないコースです

土・休前日

静岡県
055-9055-9沼　津

天露天露天露天

料理長のこだわりプラン量控えめ

ＧＡＬＡ湯沢リフト券付

豚のしゃぶしゃぶ食べ放題プラン

1泊2食 平日

1室1名～ 13,800円 14,800円

特選飛騨牛ステーキプラン

KKR 平湯たから荘
敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

メインはA5飛騨牛特選
ステーキ・鋤焼き・しゃ
ぶしゃぶから選べます

土・休前日

～3/31／ T付和室／ 4日前
までの要予約／ 1名様プラス
1,000円でお部屋食に変更可
（3室限定）

岐阜県
平湯温泉 0578-89-2626

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

料理（イメージ）料理（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

名古屋城（イメージ）名古屋城（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊2食 平日

1室2名～ 11,100円 12,100円

マタニティープラン

KKR 下呂 しらさぎ
日本の三名泉 下呂温泉と創作和会席の宿

大切な時間を澄んだ空気と滑らかな温泉で過ごす

土・休前日

通年利用可／医師から旅行を許可され
ている妊婦の方を対象としています

岐阜県
下呂温泉 0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209

リビング付ツイン（イメージ）リビング付ツイン（イメージ）祝い鯛とフルー
ツプレゼント

A5飛騨牛150g付

●平湯温泉スキー場（3月下旬頃まで）
●朴の木スキー場（3月下旬まで）
パウダースノーで人気のスキー場♪
お子様～ご家族まで楽しめる広場も完備！
1泊2食リフト券付スキープランもご用意
※詳しくは施設にお問い合わせください

●アーリーチェックイン12:00
●レイトチェックアウト11:00
●飛騨家具を使用したモダンなリビング付ツイン
　ルーム。広々の42㎡
●お夕食はご家族様だけの個室会場をご準備。など

日本三名泉・美肌の湯・下呂温泉
アルカリ性単純温泉無味無臭の体に優しい
泉質です。マタニティブルーや冷え性の解
消などにご利用ください

1泊朝食付

平日

1室1～3名

6,600円

7,600円

KKR ホテル 名古屋
名古屋城を間近に臨む、くつろぎのシティホテル

朝食会場から名古屋城がご覧いただけます

土・休前日 ～3/31

1室2名以上の場合は
名古屋城側のお部屋
をご用意

愛知県

名古屋
052-201-3326

●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●トヨタ産業技術記念館（車10分）
●熱田神宮（車20分）
●名古屋港水族館（車30分）

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

朝食会場（イメージ）朝食会場（イメージ）

朝食は種類豊富な
和洋ビュッフェ

さわやか朝食付プラン

春のおとずれ
1泊2食付プラン

1室2名～ ※詳細は施設にお問い合わせください

平日9,400円 土・休前日10,400円

いちご狩り
チケット付
いちご狩り
チケット付
2月1,600円
3月1,400円
相当

2月1,600円
3月1,400円
相当

4,200円～4,700円相当／大人・小人共

3/25まで

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-ichigogariplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-kodawariplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/2016-yuzawa-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/kamisuwa-gyutabehoudaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/2016-myoko-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/kanazawa-wakaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-steakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160202-maternityplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/2016-osaka-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20160127-harunoplan.html


1泊2食 平日
1室2名～
（T無客室）15,500円 16,500円

かにづくしプラン

KKR 城崎 玄武 
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

ずわい蟹の本場でリーズナブル＆豪快にかに料理を堪能

～3/31／1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

兵庫県
城崎温泉 0796-32-2631

城崎温泉7つの外湯めぐり
ご宿泊者は外湯入浴がすべて無料

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

料理（イメージ）料理（イメージ）

甘味たっぷりのかに身に自慢の特製ダシがよく
合うかにすき鍋をはじめ、かに刺し、焼きがにと、
かにをたっぷり味わっていただきます
★かにすきの後は旨味たっぷりのかに雑炊

8,800円 9,800円

1泊2食 平日

1室2名～ 8,800円 9,800円

熊野牛天然石焼き付会席プラン

KKR 白浜 美浜荘
日本三古湯の南紀白浜温泉で源泉かけ流しの宿

最上級の肉質と風味を備えた黒毛和種『熊野牛』

～4/28（3/19・20除く）／1室1名様利用はプラス1,000円
／T付客室／T無客室利用は1名様1,000円引

土・休前日

和歌山県
白浜温泉 0739-42-3383

アドベンチャーワールド（車10分）
パンダランド、サファリワールド、マリンワールド、プレイ
ゾーンなどがあり、全世代の方が楽しめるテーマパーク

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

料理（イメージ）料理（イメージ）

アドベンチャー
ワールド（イメージ）
アドベンチャー
ワールド（イメージ）

熊野牛は、石焼・しゃぶしゃぶ・すき焼からお選びください

第850号（6）　平成28年2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

1泊2食

1室1名～ 14,200円 16,300円

博多の旬の味覚「ふぐ」と「和牛ステーキ」

～3/31 ／洋室1名～3名／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／ 3日前まで要予約

1泊サービス朝食付 1室1名（シングルルーム）

全日 7,100円 6,600円

1室2名（ツインルーム）

平日

～ 14,200円 16,300円

博多の旬の味覚「ふぐ」と「和牛ステーキ」

土・休前日

和牛ステーキ付ふくふく会席プラン

KKR ホテル博多
福岡市内の中心地「博多」「天神」にも近いホテル

この時期しか味わえない季節限定メニューをお値打ち価格で！

シングル・ツインルームプラン
改装まもない当ホテルで快適にお過ごしください

福岡県

東京都

博　多

中目黒

092-521-1361

●天神（車5分）　●中州（車10分）
●キャナルシティ博多（車10分）

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

03-3713-8131
東京都目黒区東山1－27－15

料理（イメージ）料理（イメージ）

一路博多プラン
1泊朝食付 ※詳細は施設にお問い合わせくださいイチ ロ ハカ タ

平日6,200円 土・休前日8,300円

駐車場料金無料（通常1泊1,000円）

1泊2食 平日

1室1名～ 11,500円 13,500円

夕食はA4ランク以上黒毛和牛の石焼
が付いた会席料理（7品）
朝食の和洋バイキング（50種以上）に
は、国際味覚審査機構で三ツ星受賞
『ASOミルク飲むヨーグルト』付

～4/30 ／熊本城
側客室へ変更は1
名様あたり3月ま
でプラス750円、
4月からプラス
1,000円（ツイン）

土・休前日

黒毛和牛石焼プラン

KKR ホテル 熊本
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

お得感満載の会席プランです

熊本県

熊　本
096-355-0121

フロントにてチケットご用意
●熊本城・城彩苑お土産券付
お楽しみクーポン
（通常1,700円→1,500円）
●城彩苑・湧々座（特別舞台
展示）子供舞踊団花童入場券
（大人1,000円　子供500円）

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

石焼きステーキ（イメージ）石焼きステーキ（イメージ）
駐車場利用料金無料
（通常1泊500円）

1泊2食 平日

1室2名～ 9,800円 12,800円

KKR ホテルびわこ
くつろぎのレイクサイドリゾート

夕食は4種類から選べるお得なプランをご用意

土・休前日

～3/18／客室定員利用／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名様利用の
場合お1人様1,000円引／1日限定5室

●ゆったり滞在　13:00～翌11:00（通常15:00～翌10:00）
●連泊で2泊目以降500円引（要予約）　●ランチ10％割引券進呈
●古都湖都プラン(4月)で利用可能な2,000円割引券プレゼント

滋賀県
琵琶湖 077-578-2020

滋賀県大津市下阪本1-1-1

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）

「特別会席」「寄せ鍋」「牛
すき焼き鍋」「牛しゃぶしゃ
ぶ鍋」からお選びください

年に一度の大感謝 得々プラン
1泊2食 平日

1室2名～ 9,800円 12,800円

年に一度の大感謝プラン

KKR 京都くに荘
鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある露天風呂がうれしい

1日5室限定　この時期のみのお得なプラン！

～3/18（2/24・25除く）／洋室シングル、洋室ツイン、
和室T付8畳

土・休前日

京都府
京　都 075-222-0092

『第50回京の冬の旅 文化財特別公開
（禅 -ZEN- ～禅寺の美 日本文化の美～）』
京都の社寺では、普段はお目にかかれない秘仏・
秘宝が特別公開されます！（3/18まで）

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

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

選べる料理4種類
●京会席　●寄鍋　●牛しゃぶしゃぶ鍋
●牛すき焼鍋
●ゆっくり滞在　13:00～翌11:00
●2泊目以降500円引（要予約時申込）
●4月「古都湖都プラン」2,000円割引券プレゼント

1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円 7,400円

選べる夕食プラン

KKR ホテル広島
広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プランです

～4/30／ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）／ BT付客室／ BT無客室は1名様500
円引/1名様プラス1,000円でエグゼグティブツイ
ンに変更可／3日前までの要予約

夕食は、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)の計7種類の中からお選びいただけます
朝食は和洋バイキング

土・休前日

料理（イメージ）

広島県

広　島
082-221-3736

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

広島県広島市中区東白島町19-65

1泊2食 平日

1室1・2名 16,800円 18,800円

 ふくコースプラン

KKR 山口 あさくら
良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

伊藤博文が愛した「河豚料理」 本場山口で極みのふくコースを食す!!

ふく刺・ふくちり・ふく唐揚げ・鉄皮・三種盛り・ふく雑炊・
ふくひれ酒の河豚フルコース
～3/31（3/19・20は特別料金）／和室また
は洋室ツイン／ 1室1名様はシングルルーム
／ 1室3名様利用はお1人様1,000円引／
1室4名様利用はお1人様1,500円引／ 3日
前まで要予約

土・休前日

山口県
湯田温泉 083-922-3268

山口県山口市神田町2-18

自家源泉　ＫＫＲ山口朝倉温泉
発汗作用や保湿効果もある『アルカリ性
単純硫黄温泉』1階大浴場と庭園露天風
呂を満喫してください

2食付でお気軽宿泊！

豪華！ふぐ料理

ふくを極める!

本館2Ｆ大浴場と本館1F離れの別棟
びわこ展望風呂をお楽しみいただけます
※KKRホテル熱海からの直送温泉を使用
ご利用可能時間12:00～23:00、翌6:00～9:00

かにシーズン
限定

料理（イメージ）料理（イメージ）

KKR ホテル中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

【観光にビジネスにアクセス抜群！】
●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（電車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

朝食は和食ビュッフェを無料提供 2/1～6/30

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

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

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/biwako-daikanshatokutoku.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/20150106-kyoto-daikansya.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160202-ishiyakikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/shirasaki-kanidukushiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/yamaguchi-fukucourse.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/201601-hakata-fukufukuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/hakata-ichiro.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160202-ishiyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/single-twin-plan.html


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a6a196e9630823069304d005d0020005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ec30b954c18cea005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


