
夕食は、山海の旨みを存分に味わえる創作会席

第852号　毎月1回10日発行 平成28年4月10日　（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）

●
特
別
な
表
記
が
な
い
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
。

蔵王エコーラインで残雪のお釜にワイワイゴー

1泊2食 平日 4/1～5/31

1室2名～ 7,300円 8,600円

早春プラン

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

地元食材にこだわった日替りの会席風和食膳
★牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g）に変更
可（同料金）　★蔵王名物生ラムジンギスカン　
（お肉たっぷり250ｇ）に変更可（1名様500円引）

～6/30／土・休前日と4/28～5/7利用
は1名様8,300円～9,600円／1室1名
様利用はプラス1,000円／T付和室

6/1～6/30

山形県
蔵王温泉 023-694-9187

山形県山形市蔵王温泉904-8

蔵王エコーライン経由でお釜まで
ドライブ（約50分）

●8名様まで一緒に泊まれるお部屋あり（要予約）
●鉄板焼き・ジンギスカン専用ルームをグループ様は
　貸切り可能（要予約）　●カラオケ無料貸出し可
●グループ用大部屋（19畳トイレ無／1名様1,000円引）
　もあります

お釜（イメージ）お釜（イメージ）

山の恵み豊富な群馬水上で、様々な食材をお楽しみいただけます

1泊2食

平日

1室2名～

8,350円

9,850円

山の恵み豊富み豊富な群馬な群馬水上で水上で、様々、様々な食材な食材をお楽をお楽しみいしみいただけただ ます

1泊2食

平日

1室2名～

8,350円

9,850円

料理長おすすめ会席プラン

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％かけ流し、豊かな新緑に包まれた一軒宿

旬の食材を使用した料理長おまかせ会席

土曜日と
4/29～5/6

～5/31／1室1名様利用はプラス2,000円

群馬県
水上温泉 0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

料理（イメージ）料理（イメージ）

ゆったりお部屋で時間を気にせず女子トーク

1泊2食 平日

1室4・5名 10,250円 12,250円

屋で時間を気にせずにせず女子ト女子トークク

日

50円 12,250円

女子会プランおしゃべり楽しい

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

地魚などの旬のお魚やお野菜を取り入れた会席
4/10～6/30 ／ 1室3名様利用はお1人様プラス
500円／女性限定

土・休前日

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

0466-23-7710
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

江ノ島まで歩いて15分、江ノ電で
鎌倉散策などちょっとした修学旅
行気分満喫！
6月は、長谷寺や明月院など、紫陽
花の見どころ満載

●夕食は別室をご用意
（個室利用料 通常1名様 1,660円→0円）
※要電話予約、空きがない場合は食堂でのご提供
●ファーストドリンクとコーヒー付の盛込み
デザートをご用意
●客室は10畳以上バストイレ付をご用意

紫陽花（イメージ）紫陽花（イメージ）

デザート（イメージ）デザート（イメージ）

お友達同士やグループ、みんなで楽しむ箱根の旅

1泊2食 平日

1室3名～
（大人4名以上）9,850円 11,350円

夕食は 山海の旨みを存分に味わえる創作会席

717 0

お友達お友達同士ややグルーグル プ、みプ、みんなでんなで楽しむ楽しむ箱根の箱根 旅

1泊2食 平日

1室3名～
（大人4名以上）9,850円 11,350円

グループ旅行大応援プラン

KKR 宮の下
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

4/10～6/30（4/29～5/4除く）／大人
4名様以上の利用限定

土・休前日

神奈川県
箱根・木賀温泉 0460-87-2350

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

●箱根強羅公園　富士箱根地域のみ自生「ハコ
ネバラ」（5月中旬～6月上旬、電車15分）
●箱根湿生花園　神秘的な幻の花「ヒマラヤの
青いケシ」（5月上旬～6月上旬、バス20分）

●カラオケ2時間サービス　
●夕食時2時間飲み放題　プラス2,000円→プラ
ス1,500円
●8名以上のグループ様は、8名様につき舟盛1台

料理（イメージ）料理（イメージ）

集え十勇士！ 最大1室15名様まで入れる部屋を人数に応じてご用意

1泊2食 平日

1室1名～ 7,500円 8,500円

真田十勇士プラン

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

土・休前日

～7/15（4/29・30、5/3・4除く）／
BT付客室は1室プラス3,000円

新潟県
池の平温泉 0255-86-2113

新潟県妙高市関川2275

信州上田大河ドラマ館・上田城跡公園
（車約60分）

10名様以上泊まれるお部屋を複数ご用意♪
【1室4勇士以上】乾杯生ビール無料
【1室6勇士以上】さらにお1人様当たり6文（300円）割引!!
【10勇士揃ったら】さらに魅惑の真田グッズ抽選チャレンジ

上田城跡（イメージ）上田城跡（イメージ）

ゆったり和室でお部屋食

1泊2食 平日

1室5名～ 12,800円 13,800円

お子様
（大人食） 11,220円 12,070円

25畳 和プラン

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

最高級和牛A5等級飛騨牛しゃぶしゃぶ1品付！
地元食材を折込んだ季節の奥飛騨和会席コース
～4/28（5月以降料金は要問い合わせ）／ 12,5畳×2
間トイレ付客室／ 3日前までの要予約／ 1日1組限定
　※1室1～4名利用プランもございますので、
お問い合わせください

土・休前日

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

●春の高山祭（4/14・15）　●上高地（4月中旬～11
月中旬頃）　●乗鞍スカイライン（5/15～10/下旬）
●平湯大滝公園（通年営業）　●平湯民族館（通年営
業・不定休）　●新穂高ロープウェイ（通年営業）夕食はお部屋食でご用意

料理（イメージ）料理（イメージ）

JR水上駅　無料送迎（要予約）
迎え 14:55 15:40　 送り 10:00

お値打ち!!

ソフトドリンクバー
飲み放題

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎
（時間14:30～18:00）

上信越の食材を味わう上方仕立ての優しい和食
★1名様プラス2,000円で調理長一押しの「一汁
　七菜」にアップグレード
★夕食時ミニブッフェ“満腹コーナー”
★滞在中ソフトドリンク飲み放題コーナー
★お得な飲み放題（生ビール・ワイン・日本酒）1,500円／90分

うれしいうれしい
無料送迎付

なごみ

●6名様まで一緒に泊まれるお部屋あり
●大人4名様以上のご利用でワンドリン
クまたはモーニングコーヒーサービス

和昼食付
焼肉食べ放題付

2,200円
3,100円

ラフティング
カヌー 

6,100円
5,100円

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-zaouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-ryorichoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-jyosikaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-daiouenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-sanadaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-nagomiplan.html


　　  少食の方にぴったりの基本の会席コースのご用意
★1名様プラス2,000円で豪快舟盛り会席　　　
★1名様プラス4,000円で葉山牛やあわび
が選べるグルメプラン＆豪快舟盛り付♪
★子供料金、親子プランあり♪
お問い合わせください

 　　 4/10～6/30（4/
29～5/4、花火大会除
く）／ 1室1名様利用は
プラス1,100円／ BT無
和室／通常4,000円（1
名での体験は4,320円）
相当のSUP体験を含む

第852号（6）　平成28年4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

アクセス抜群の当ホテルでシンプルステイ

1泊朝食付 平日 1室2名～

4/1～4/28

4/29～6/3

6/4～6/30

5,000円

5,800円

7,200円

カジュアルプラン

KKR ホテル札幌
JR札幌駅より徒歩5分、旧道庁に隣接

2階レストランでの
ご朝食

～6/30／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1,400
円／1室3名様利用はお1人様600円引

北海道

札　幌
011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

●道庁旧本庁舎（隣接）　●札幌時計台（徒歩10分）
●札幌テレビ塔（徒歩10分）

北海道庁旧本庁舎（イメージ）北海道庁旧本庁舎（イメージ）
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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♪　

1泊朝食付 平日

1室2・3名 9,200円 7,700円

ファミリープラン 朝食付

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

日曜日・祝日

東京都

竹　橋
03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

東京駅（イメージ）東京駅（イメージ）

改装まもない当ホテルで快適にお過ごしください

KKR ホテル中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

東京都

中目黒
03-3713-8131
東京都目黒区東山1－27－15

遂に待望の北海道新幹線開業！

1泊2食 1室1・2名 平日

4/1～4/27

5/6～5/31

6/1～6/30

9,000円

9,500円

10,000円

10,000円

10,500円

11,500円

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

夕食は地元産の旬の食材をたっぷりと使った和食膳

土・休前日

4/1～6/30 ／ 3名様1室利用はお1人様500円引／
GWのご利用はお問い合わせください

北海道
函館･湯の川温泉 0138-57-8484 

北海道函館市湯川町2-8-14

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

五稜郭（イメージ）五稜郭（イメージ）

旬の素材をレストラン食で
海道新幹線開開業！業

平日

,000円

,500円

10,000円

10,500円

Rはこだはこだて
らではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉なら はの の味覚と源泉かけ流しの温

土・休前日

0138-570 38- 7
北海道函館市湯海道函館 湯

当当館当館館からから市電市電の電の乗り乗りり場ま場まで徒で徒歩4徒歩4

）五稜郭（イメージ）メ五稜五稜郭稜郭（イ（イメージ））ジ）

トラン食で函館満喫得々プラン
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り
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鎌倉から藤沢、湘南の海をレトロな電車でぐるり巡る

KKR 鎌倉 わかみや
湘南鎌倉の和風リゾートホテル

わかみや自慢の月替り会席料理（全9品）
★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（和室限定） 
★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/
信玄どり八丁すき焼き）全12品にグレードアップ
～6/30

神奈川県
鎌　倉 0467-25-4321

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

4月～6月は、八幡宮・建長寺の桜・報国寺の竹
の庭、長谷寺・明月院の紫陽花がおすすめ!!

料理（イメージ）料理（イメージ）

ぶらり鎌倉・江ノ電で

金目鯛姿煮＆鮑付

ぐるりめぐり旅プラン

～6/30朝食は和食ビュッフェを無料提供

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

シングル・ツインルームプラン
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）

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

大人600円、小人300円相当の江ノ電1
日乗車券「のりおりくん」付（小学生以上)

横浜のイルミネーションとともに豪華会席風和食をみんなで満喫 ！

1泊2食

平日

1室4名

12,000円

13,000円

ハマの板長！ おすすめプラン

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

朝食時にモーニングコーヒーを
サービス

夕食は、旬のお造り五点盛り、牛フ
ィレ肉のソテー、桜海老の茶碗蒸
し、炊き立ての鯛飯…など♪

土・休前日

4/10～6/29／4/29～5/8
利用は1名様プラス1,000円
／3日前まで要予約／お部
屋タイプ・ご利用人数により
割増・割引あり
※詳細は施設にお問い合わせく
ださい

神奈川県

横　浜
045-621-9684

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

料理（イメージ）料理（イメージ）

初めてでも簡単！レッスン＆レンタル付体験プラン

KKR 逗子 松汀園
古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

神奈川県
湘南･
逗子海岸

046-871-2042
神奈川県逗子市新宿3-2-26

アーリーチェックイン
通常15:00→13:00（要予約）

1泊2食 平日

1室2名～ 9,980円 11,980円

土・休前日

4名1室

●横浜公園、山下公園「よこはま花と緑のスプリングフェア」4月
●馬車道「アイスクリーム発祥の地イベント」5月

1泊2食 平日

1室2名～ 14,500円 15,300円

土・休前日

愛鷹山裾野で育った「あしたか牛」は風味豊かで柔らかジューシー

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

ボリューム感のある静岡県産あしたか牛のステーキ
をご用意
4/10～6/30
（4/29～5/4除く）

静岡県
伊豆長岡温泉 055-948-0010

静岡県伊豆の国市古奈82

伊豆の国パノラマパーク（車5分）
かつらぎ山山頂・空中公園では、35,000本
のつつじの開花に合わせ
「つつじ祭り」開催（4月中旬からゴールデン
ウイークまで）

あしたか牛ステーキ（イメージ）あしたか牛ステーキ（イメージ）

愛鷹山愛鷹山裾野で裾野で育った育った「あし「あしたか牛た 」は風は風味豊か味豊かかで柔らかジューシー

KRKKR伊豆長岡 千歳荘伊豆長岡 千歳荘
け流しの湯が評判の静かなお宿かけ流しの が評 の静かなお宿

ボリューム感のある静岡県産あしたか牛のステーキ
をご用意

静岡県
伊豆長岡温泉 05055-

（イ（イ（ステーキ（牛ステーキあしたかあしたか牛あしたしたか牛か牛ステーキ（イ（イ

あしたか牛ステーキ付プラン
1泊2食 平日

1室1名～ 9,700円 10,700円

土・休前日

春に旬をむかえる海の幸をご堪能ください

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

ご夕食は月替りの和食会席全8品
～6/30（4/29～5/4除く）／ 1室4名様以上で
ご利用の場合お1人様1,000円引／和室またはツイン

静岡県
伊豆・熱海温泉 0557-85-2000

静岡県熱海市春日町7-39

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 12,800円 15,800円

土・休前日

露天風呂・内湯のどちらも、眼下には180度の大パノラマ！
サウナやジャグジー、湯上りラウンジも併設

旬の和食会席プラン月替り！

絶景オーシャンビュー＆美肌の温泉

豪華食材を一度に味わえる♪

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

一人に1匹金目鯛姿煮＆一人に1個鮑付の
月替わり創作会席料理
※鮑はお造りか踊り焼きをお選びください
4/10～6/30（4/29～5/4除く）／ 1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用可）／ 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
沼　津 055-931-0592

静岡県沼津市志下192

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 13,650円 16,150円

土・休前日

姿煮＆鮑付
食材を一度に味味わえるわえる♪♪

KRKKR沼津 はまゆ沼津 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温泉宿

に1匹金目鯛姿煮＆一人に1個鮑付の
わり創作会席料理

05055-
静

平日

13,650円 16,150円

土・休前日

創作会席料理プラン

伊豆箱根鉄道
伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）

●貸切風呂無料
（温泉も出ます!）
●卓球台使用料無料
●お土産品10％OFFに
なるタイムサービス実
施中（一部商品を除く） JR沼津駅南口 無料送迎 　迎え16:00（要予約）

沼津御用邸記念公園（海岸の遊歩道をのんびり
歩いて15分）割引券有
《春から初夏の御用邸花暦》
●花桃（4月下旬まで）　●藤（4月中旬～5月
上旬）　●あじさい（6月上旬～下旬）

5～8名様で一緒に泊まれるお部屋あります

●駐車料金無料
（6:00～翌22:00）
●12歳以下のお子様添寝無料

和洋バイキングのご朝食
（AM6:30～AM9:00）
※4歳～12歳のお子様の
ご朝食代は700円、３歳以
下のお子様は無料

～6/30（土・休前日除く）／ 1室2名様は、お1人様プラス1,500円
で皇居側のデラックスツイン／ 1室3名様利用は皇居側のデラック
スツイン／ 2名様以上のご家族限定／ 1日限定20室

★全室大型テレビ＆ズボンプレッサー設置
（CS5チャンネル視聴無料）
★館内男女別大浴場『なかめの湯』オープン
★食堂メゾネット化　★WiFi-LAN完備
※全室禁煙となりました（喫煙スペース有）

 平成28年２月リニューアル！

人気のSUPに挑戦プラン
スタンドアップパドルボード

●レンタルに含まれるもの　ウエットス
ーツ・ボード・パドル・リーシュ（流れどめ）
●持ち物  水着・タオル・濡れてもいい
靴（スニーカーなど）ビーチサンダル　
●時間 AM9:00～ 11:00（海況によ
り変更あり／希望時間の相談OK）　
●傷害保険　各自加入をお願いします

ご家族
限定

　　  

スタンドアップ
パドルボードは

ボードの上に立ち、パド
ルで漕いで水上を進む 
誰でも簡単に楽しめる
マリンスポーツです

SUP

SUP体験
（イメージ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160301-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-hakodatemakitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-stroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-hamanoitachoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-supplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-enodenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-wasyokukaisekipklan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-ashitakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kinmedaiawabiplan.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

　　   海鮮カルパッチョ等  洋食コ
ースをご用意　★皆でワイワイ作り
上げたピザを目の前で焼き上げます
★ソフトドリンクバー飲み放題

　（7）

●
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。
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金
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対
象
と
な
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ま
す
。

※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）

長野県産

近江牛を満喫！

　　  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
ハーフビュッフェも食べ放題　
★ソフトドリンクバー飲み放題

ついに登場！お好み具材をトッピング

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

新潟県
025-784-3424

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

●金沢城公園（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）

料理（イメージ）料理（イメージ）

4
4

館内の廊下もリニューアル！畳敷きで小さなお子様も安心！

KKR 諏訪湖荘
別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

長野県産
館内の廊下もリニューアル！畳敷きで小さなお子子様も安心！

KRKKR諏訪湖荘諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

1泊2食1泊2食 平日平日

1室2名～ 9,800円 11,800円

土 休前日土・休前日

　　  4/11～7/13 ／ 4月利用
は1名様プラス500円／ 4/29
～5/4・13～15は別料金／1室
1名様利用はプラス500円／ト
イレ付客室利用は1名様プラス
1,000円

長野県
上諏訪温泉越後湯沢温泉 0266-58-1259

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

高島公園・高島城天守閣（徒歩15分）
★公園内の藤は市の天然記念物に
指定（5月中旬）

びわこ一望の露天風呂と、近江牛を満喫

1泊

月～

金

土・休前日

15,750円

16,750円

18,250円

江牛を満喫！
びわこ一望のの露天風露天風呂と、呂と、近江牛近江牛近 を満喫を満喫

泊2食 1室2名～

～木曜日

金曜日

15,750円

16,750円

豪華近江牛会席プラン

KKR ホテルびわこ
悠久のびわの湖を臨む安らぎのリゾート

最高級近江牛4種料理
（寿司・溶岩焼・しゃぶし
ゃぶ・炙り）をご賞味い
ただきます

～6/30／4/1～21、4/28～5/7は
別料金（要問合せ）／客室定員利用

滋賀県
077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1

桜の名所100選「海津大崎桜クルー
ズ」大人2,880円（4/20まで）
※琵琶湖汽船㈱が実施するもので手配・
媒介・取次ぎをするものではありません
※詳細は施設へお問合せ下さい

料理（イメージ）料理（イメージ）

琵琶湖

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

        ●伊勢海老のお造り（2
名様で1尾） 翌朝「伊勢海老の
お味噌汁」にできます
●松阪牛の陶板焼き、熊野牛
と食べ比べていただきます
●鯛の焚き込み茶づけ

三重県が誇る世界の2大ブランドをお召し上がりください

1泊2食

平日

1室2名～

11,850円

13,350円

KKR 鳥羽 いそぶえ荘
鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

土・休前日

～6/30 ／ 6畳トイレ無客室利用

三重県
0599-25-3226
三重県鳥羽市安楽島町1075

●伊勢神宮（125社の総称）一年に一度はお伊勢参り
●鳥羽三女神めぐり「伊射波神社」「神明神社」「彦瀧神社」
●鳥羽水族館：日本一の飼育数　　
●賢島エスパーニャクルーズ（伊勢志摩サミット開催地）

松阪牛と伊勢海老・得々プラン

●24時間滞在（チェックイン14:00 ／
　チェックアウト翌14:00）
●兼六園入園券付（通常大人310円）

時間たっぷり兼六園も満喫！茶屋街、近江町市場への散策もラクラク♪

1泊朝食付 平日

1室2名（ツインル ム）1室2名（ツインルーム） 7,700円 8,700円

24時間滞在 満喫金沢プラン

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

朝食はお堀の見えるレストランでゆったり
和洋のブッフェ！（7:00～9:30）

土・休前日

～6/30／ 1室1名、1室3名利用プランも
ご用意あり

石川県

金　沢
076-264-3261
石川県金沢市大手町2-32

金沢城 写真提供：金沢市金沢城 写真提供：金沢市

兼六園入園券付

●あべのハルカス（電車含約30分）
●なんばグランド花月（電車含約20分）
●USJ・海遊館（電車含約30分）

大阪観光だけでなく、京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

1泊朝食付 平日

1室2名（ツイン）1室2名（ツイン） 6,800円 8,800円

タリーズ朝食付プラン

KKR ホテル 梅田
大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

1階『タリーズコーヒー』にて
ホットドッグorパンケーキの
プレート朝食（7:00～11:00）

土・休前日

4/10～6/30（4/29～5/4除
く）／素泊まりは1名様800円
引／1日限定3室

大阪府

梅　田
06-6362-6800
大阪府大阪市北区堂山町4-1

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

1
2

季節の旬の食材を使用した創作和食会席をお楽しみください

KKR 下呂 しらさぎ
日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

4月献立：桜鯛のしゃぶしゃぶ、飛騨牛うぐいす焼き、
カレイと筍の炊合せ、蛸の酢の物に水物（全7品）
※5月からは献立が変わります
～6/30（4/29～5/4は別料金）／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円／和室・シングル・ツイン
利用／リビング付ベッドルームは別料金

岐阜県
下呂温泉 0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209

料理（イメージ）料理（イメージ）

食 平日1泊2食 4月

1室1名1室11名～1室 9,800円 11,100円

5月・6月

巧味会席プラン

美肌の湯ともいわれ、チェックインから
翌朝9時まで入浴ＯＫ！

日本三名泉　下呂温泉

JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎（要予約）
迎え15:40、16:40
送り9:30

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)

1

三重

名古屋の郷土料理をご堪能いただけるリーズナブルな2食付プラン登場♪

1泊2食 平日

1室1 3名1室1～3名 9,800円 10,800円

ひつまぶしプラン

KKR ホテル 名古屋
名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

「ひつまぶし」は、1杯目は普通
のうな丼で、2杯目は薬味をか
けて、3杯目はお茶漬けにして
食べる名古屋の名物料理です

土・休前日

1室2名以上の場合は名古屋
城側のお部屋をご用意

～6/30

愛知県

名古屋
052-201-3326

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

ひつまぶし（イメージ）ひつまぶし（イメージ）

●名古屋城（徒歩5分）
●トヨタ産業技術記念館
（車10分）
●ノリタケの森（車10分）

ご夕食は 伊勢志摩サミット
開催記念

1泊2食付プラン1泊2食付プラン

4/10～
5/31

平日 9,400円
土・休前日 11,400円

鳥　羽

料理（イメージ）料理（イメージ）

　　  献立：先付、前菜、
先吸、造り、凌ぎ、煮物、
進肴、酢物、止椀、食事、
水菓子

旬の食材をふんだんに使用した京料理を満喫！

1泊2食 1室1名～

4/29～5/4
平日、土・休前日共通

平日

18,150円

16,150円

KKR 京都くに荘
鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

4/10～4/16
5/8～5/31

15,150円
4/17～4/28
5/7、6/1～6/11

14,150円
5/5・5/6
6/12～6/30

　　  4/10～6/30 ／
土・休前日は1名様プラ
ス2,000円（4/29～
5/4除く）／客室定員
利用

京都府
075-222-0092

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

●京都御所／鴨川（徒歩約5分）
●下鴨神社（電車orバス約8分、車約5分、徒歩約20分）
●平安神宮（電車orバス約15分、車約8分、徒歩約20分）

京会席清滝プラン

京　都

夕食時ワンドリンクサービス

●大阪城公園はホテルの目の前
●道頓堀、法善寺、なんばの街（電車20分）
●あべのﾊﾙｶｽ、通天閣、新世界（電車30分）
●USJ、海遊館（電車30分）

大阪城を一望できる12階のレストランでおいしい朝食を！

朝食付1泊朝 平日

1室2名1室 6,500円 8,500円

元気の素 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

朝食は和洋バイキング

土・休前日

～6/30／ 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）

大阪府

森之宮
06-6941-1122

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）

※電話予約限定／詳しくは施
設にお問い合わせください

10名様まで一緒にお泊りできる
お部屋あります

JR越後湯沢駅 
無料送迎（要予約）

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日

7,700円 9,900円

4/10～6/30
（5/2～4除く）

　

あっあっ

お子様（小学生まで）全日6,000円

手作りピザ食べ放題と
　　　リゾットプラン

湯沢高原アルプの里
　グリーンシーズン4月下旬OPEN
★ロープウェイ往復利用料金（乗り場まで徒
歩約10分／フロントにて割引チケットご用
意）大人 1,600円 → 1,300円　小人 800
円 → 650円※やまびこリフト・ボブスレー等、楽
しさいっぱい！ファミリー向けのスポットです

南魚沼産コシヒカリの ソフト
ドリンクバー
飲み放題

ソフト
ドリンクバー
飲み放題

ピザ（イメージ）ピザ（イメージ）
料理（イメージ）料理（イメージ）

さわやか朝食付プラン

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
※詳しくは施設にお問い合わせください

（5月から6,700円）

6/30
まで
平日6,600円

1泊朝食付　1室1名～

1室4名様以上の
ご利用で鯛のうす
造りサービス

WEB・電話予約限定

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-pizzaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-gyutabehoudaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-24-kenrokuenplan.html
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　　  博多の郷土料理に
こだわった味わい深い食
事を是非ご堪能ください!!

第852号（8）　平成28年4月10日
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す
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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

一路博多プラン ※5/2～4除く　※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

駐車場利用料金無料（通常1泊500円）

●
特

日本庭園を眺めながら春限定のメニューをご堪能ください

KKR 奈良 みかさ荘
奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

　　  夕食は、料理長おすすめ春の季
節会席　朝食は、大和名物「茶がゆ」
（白ごはんにも変更可）

 　　 4/11～5/31
／ 1室1名様利用は
プラス1,000円

奈良県

奈　良
0742-22-5582
奈良県奈良市高畑大道町1224

●奈良公園（徒歩5分）　●東大寺（徒歩
5分）　●春日大社（徒歩5分）

料理（イメージ）料理（イメージ）

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

1泊2食

平日

1室2名～

8,900円

9,900円

春のお得プラン

KKR 城崎 玄武 
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

地元でとれた海の幸を使ったお料理
★1名様プラス2,000円で但馬牛しゃぶ
しゃぶ会席に変更可（2名様より）★1名様
プラス3,000円で焼きがに会席に変更可

土・休前日

～6/30（5/3・4除く）／
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

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

●城崎マリンワールド（車約10分）　●山陰海岸ジオ
パーク認定 玄武洞公園（車約10分）　●コウノトリの
郷公園（車約20分）　●城下町 出石（車約40分）　
●天空の城 竹田城跡（車約60分）

●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）

外湯／さとの湯（イメージ）外湯／さとの湯（イメージ）

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プランです

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

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

1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円 7,400円

土・休前日

～6/30／1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

広島県

広　島
082-221-3736

広島県広島市中区東白島町19-65

料理（イメージ）料理（イメージ）

2
4

白浜ならではの新鮮な海の幸を存分にお召し上がりください

KKR 白浜 美浜荘
“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

  　　～6/30（4/29
～5/4除く）／ 1室1
名様利用はプラス
1,000円／トイレ無
客 室 利 用は1名 様
1,000円引

和歌山県
白浜温泉 0739-42-3383

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）

舟盛り付会席プラン
お
一
人
様

特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お

日本庭日本庭園を眺園を眺めながめな ら春限春限定のメ定のメニューューをご堪をご 能ください

KRKKR奈良 みかさ荘奈良 みかさ荘
良公 に近 和の趣を味わえる宿奈良公園に く、和の趣を味わえ 宿

奈良県

奈　良
070742

四季会席　 吉野会席プラン春
1泊2食 1室2名～

平日平日

土・休前日と4/28～5/1
（特定日除く）

特定日（5/2～4）

13,300円

14,300円

15,300円

豪華！
1泊2食 平日

1室2名～室 名 8,800円 9,800円

土・休前日

当施設から徒歩2分で
『異国のようなビーチ』
がすぐそこに・・・

　　  紀州で獲れた新鮮な魚介の舟
盛と料理長オススメの紀州会席料理
※1名様の場合は皿盛りでのご提供
★お1人様プラス2,000円で伊勢海
老付舟盛り会席プランに変更可（前
日まで要予約）

当施設から徒歩2分で
本州で一番早い！海開き本州で一番早い！海開き
5/35/3

7つの外湯めぐり無料入浴券プレゼント

2食付で
お気軽宿泊！

伊藤博文が愛した「河豚料理」 本場山口で極味のふくコースを食す!!藤博文が愛した「た「河豚料河豚料理」 本場山山口で極口で 味のふくコースを食

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

山口県
湯田温泉

愛媛県
松山・道後温泉083-922-3268

山口県山口市神田町2-18

●秋吉台自然動物公園サファリランド（車40分）　●海響
館（車90分）　●角島・角島大橋（車90分）山口県人気の観
光スポット！ 橋から見えるエメラルドグリーンの海が魅力！

●坊っちゃん湯で知られる道後温泉本館
（徒歩約10分)　●天守からの眺望がす
ばらしい松山城（車約10分）　●国宝仁
王門の第51番札所石手寺（徒歩約15分）

料理（イメージ）料理（イメージ）

期間限定の会席プランです

海鮮しゃぶしゃぶプラン

KKR 道後ゆづき
名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

旬な魚(天然鯛)を
しゃぶしゃぶにする
献立を中心に9品

1泊2食 平日

1室2名～ 11,650円 13,650円

土・休前日
1泊2食

平日

1室1名～

16,800円

18,800円土・休前日

～6/30（4/28～5/5
除く）／ 1室1名様利
用はプラス1,000円

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

～6/30／連休、GWは別料金ですのでお問い合わせ
ください／3日前まで要予約

089-941-2934
愛媛県松山市岩崎町1-7-37

海鮮しゃぶしゃぶ（イメージ）海鮮しゃぶしゃぶ（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

ふくを極める！

博多の食材、名物をいいとこ取り!!

どんたくご膳プラン

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

福岡県

博　多

熊本県

熊　本
092-521-1361

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

●天神（車5分）　●中洲（車10分）
●キャナルシティ博多（車10分）

熊本城まで徒歩5分　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）フロントにてご用意
●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）

料理（イメージ）料理（イメージ）

熊本県1

361
熊本県

熊　本
1

県伝統的工芸品・人吉「曲げわっぱ」を使用した季節箱膳

季節箱膳＋郷土料理＋朝食付旅満喫プラン

KKR ホテル 熊本
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

県産品を含めた料理の数々に郷土料理の「馬刺し」
「辛子レンコン」「一文字のぐるぐる」付
※馬刺しが苦手なお客様にはお刺身に変更可

1泊2食 平日

1室1名～1室1名 10,600円 11,600円

土・休前日
1泊2食

平日

1室1名～3名

9,000円

11,100円土・休前日

～6/30／ツイン・トリプルの場合、熊本
城側客室へ変更は1名様プラス1,000円

　　  4/10～6/30（5/2～4
除く）／洋室／和室・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

096-355-0121
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

曲げわっぱ（イメージ）曲げわっぱ（イメージ）

オール博多

  　　●グラスビール1杯か食後のデ
ザート＆コーヒーをサービス
●駐車場料金無料（通常1泊1,000円）

1泊朝食付

2016.4

▲UP
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http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160330-gozenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/hakata-ichiro.html
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http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
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