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9,800円~15,300円１室２名～/１泊２食

9/30
まで

大人
2,100円相当の
新江ノ島水族館
チケット付

新江ノ島水族館
チケット付宿泊プラン １室２名～/１泊２食9/30

まで 木賀会席プラン
10,650円~11,850円
※土・休前日利用は1名様プラス1,500円

創作会席料理
　　  8/1～9/30（8/6
～16、9/17・18除く）
／土・休前日利用は1名
様プラス1,500円

毛蟹や鮮度抜群のお刺身をお部屋食で

第856号（4）　平成28年8月10日
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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

得々プランお得に宿泊！お得に宿泊！
1泊2食 平日

1室2名～ 6,330円
土・休前日

7,330円
こだわりの料理が味わえる魚介中心の和食
膳を日替わりでご用意
モーニングコーヒーサービス
～10/31／ 8/11～13利用は別料金（要問
合せ）／ 1室1名様利用はプラス1,000円／
1名様プラス1,500円で特別室に変更可

効能豊かな北の名湯100％かけ流し

015-483-2643北海道
川湯温泉 KKR かわゆ

011-231-6711
北海道
札幌札幌

北海道
函館･湯の川温泉函館･湯の川温泉

山形県
蔵王温泉蔵王温泉

北海道旅プラン
1泊朝食付 平日

1室2名～ 8,000円
土・休前日

10,000円
食事 道庁庭園が見える会場で朝食バイキング

～9/30 ／ 1日限定10室条件

特典付＆朝食付の特別プラン 北海道の味覚ボリューム満載

特典　　  ●客室グレードアップ　●近隣自走式立
体駐車場無料　●女性へ専用アメニティ　●ミ
ネラルウォーターサービス　●小学生未満のお
子様添い寝・朝食は無料　●アーリーチェックイ
ン 13時／レイトチェックアウト 12時（要予約）

1泊2食 1室2名～

8/1～27

平日

17,000円
8/28～31

9/1～30

16,500円
16,000円

食事

おすすめ観光
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

お子様（小学生まで）全日　お子様膳 9,100円
お子様ランチ 7,900円

8/1～9/30 ／土・休前日利用は1名様
プラス1,500円／ 3日前まで要予約

条件

　　 記載の設定期間後も、多くのプランをご用意していますので、ご利用希望施設へお電話またはホームページをご覧ください条件 kkr ホテルズ

料理が日替わりで連泊にもＯＫ！

川湯温泉は湯治湯として知られる名湯
源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）

●神秘の摩周湖（車20分）　●硫黄山（車5分）
●大パノラマが広がる天下の絶景美幌峠（車
40分）

摩周湖（イメージ）摩周湖（イメージ）

KKR ホテル 札幌
0138-57-8484
KKR はこだて

組合員様
限定
組合員様
限定 北海至福会席プラン部屋食部屋食

023-694-9187

避暑地蔵王プラン
1泊2食 平日

1室2名～ 7,700円
土・休前日と8/10～14、9/11

8,700円
食事　　  地元食材を使用した旬の会席膳
★牛カルビ鉄板焼きに変更可（同料金）
★生ラムジンギスカンに変更可（500円引）
  　　～9/30 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円 ／ T無客室は1名様1,000円引
条件

蔵王高原の爽やかな風を感じる

KKR 蔵王 白銀荘

鮎など地元産食材豊富な夏会席

群馬県
水上温泉水上温泉

夏の最高の思い出に!

1泊2食

1室2名～ ※バス代別

平日

9,350円
食事

2連泊以上の場合「NHK真田丸展チケ
ット」プレゼント

特典

8/1～9/30 ／土曜日と8/1～26、
9/18利用は1名様プラス1,500円
／ 1室1名様利用はプラス2,000円

条件

0278-72-2345
KKR 水上 水明荘

夏の尾瀬プラン
うれしい駅までうれしい

無料送迎付

組合員様
限定
組合員様
限定

お夕食は会席料理（小学生は料理が選べます）

0467-25-4321
神奈川県
湘南･片瀬海岸湘南･片瀬海岸

神奈川県
箱根・木賀温泉箱根・木賀温泉

神奈川県
鎌倉鎌倉

途中下車の旅プラン
1泊2食 平日

1室2名～ 11,800円
土・休前日

15,300円

食事　　  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）に変更可
★1名様プラス2,000円でグルメ会席（全12品）
にグレードアップ　

★江ノ電１日乗車券『のりおりくん』付（大人600円、小学生
300円相当)

★ユネッサン＆森の湯パスポート付（通常大人4,100円、子
供2,100円）

9/1～9/30条件

人気・絶景撮影スポットがいっぱい♥ 夏といえば湘南江ノ島!

1泊2食
平日

1室2名～

8,750円
土・休前日

夏季（～8/20）

9,750円
12,250円

食事

～9/30 ／ T無和室6畳／小学生は
6,150円～7,750円／ 3歳から小学生
未満は5,650円～6,750円

条件

KKR 鎌倉 わかみや
0466-23-7710
KKR 江ノ島 ニュー向洋

江ノ電江ノ電 サマーバケーションプラン江ノ島江ノ島

0460-87-2350

ユネッサンパスポート付プラン
1泊2食 平日
1室2名～ 13,350円~14,550円

食事
条件

温泉テーマパークで1日遊ぼう

KKR 宮の下

日本料理または中国料理から選択

静岡県
伊豆・熱海温泉伊豆・熱海温泉

夏だ! 熱海だ! プール無料!

1泊2食

1室2名～

平日

13,800円~20,300円
お子様

（小学生まで） 7,800円~11,800円
食事

●屋内温水プール無料（バスタオル貸出有料）
●かき氷食べ放題　
●夏野菜カレー（甘口）食べ放題
●キッズスペース遊び放題

特典

～8/31条件

0557-85-2000
KKR ホテル熱海

夏休みファミリープラン

江ノ電沿線 絶景スポット
●ロケ地で有名な「極楽寺の赤い橋」
●海風が気持ちいい「七里ガ浜」
●オシャレな景色の「鎌倉高校前」
●御霊神社「鳥居と江ノ電」

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

046-871-2042
神奈川県
湘南･逗子海岸湘南･逗子海岸

東京都
竹橋竹橋

東京都
中目黒中目黒

思いっきり海水浴＆
選べる贅沢グルメプラン
1泊2食 1室2名～

8/1～9/30 9,980円~12,980円
食事　　  豪快舟盛りをはじめ海の幸がずらり～
選べるグルメは●葉山牛しゃぶしゃぶ　●葉山
牛サーロイン陶板焼き　●あわび　●あわび海
鮮しゃぶしゃ　ぶ●伊勢海老(9月のみ）の中から
1品チョイス（1品2名様以上1グループ3種まで）

～9/30／ BT無和室／3日前まで要予約条件

夏休みスペシャル 午前中から海へＧＯ!8月31日までの期間限定

特典　　  ●お子様に駄菓子引換券プレゼント　●
アーリーチェックイン13時（要予約）　●9/4ま
で到着日午前9時からチェックアウト後16時ま
で休憩室・駐車場・温水シャワーのご利用OK！
（要予約）
★逗子海岸海水浴場まで徒歩3分

1泊朝食付 平日
1室2・3名 8,900円

日・祝日

7,400円

KKR 逗子 松汀園
03-3287-2921
KKR ホテル東京

サマープラン部屋タイプお任せ部屋タイプお任せ

03-3713-8131

シングル・ツインルームプラン
1泊サービス朝食付 全日

1室1名（シングルルーム） 7,100円
1室2名（ツインルーム） 6,600円
食事 朝食は和食ビュッフェを無料提供

～11/30
条件

平成28年2月 リニューアル！

KKR ホテル中目黒

夕食は、横浜中華
街の銘店で本格
中華コース

神奈川県
横浜横浜

中秋節で賑わう中華街を楽しもう!

1泊2食

1室2名（海側和室）

平日

16,500円
食事

朝食時にモーニ
ングコーヒーを
サービス

特典

　　  8/1～9/30 ／
8/1～8・11・12・17～
28、9/17・18利用は1
名様プラス1,000円／
8/9・10・13～16利用は1名様プラス2,500円
／土・休前日利用は1名様プラス1,000円／海
側和室

条件

和洋バイキングのご朝食（6:30～9:00）
★4歳～12歳のお子様の朝食代は700円
★3歳以下のお子様は無料

食事

●駐車料金無料（6:00～翌22:00）
●12歳以下のお子様添寝無料

特典

　　  ～8/31（土・休前日除く）／ 1室2名様利
用の場合、お1人様プラス1,500円で皇居側デラ
ックスツインへ変更可／ 1室3名様利用は皇居側
デラックスツイン／1室1名様利用プランあり（別
料金）／客室タイプ指定不可／ 1日限定20室

条件

045-621-9684
KKR ポートヒル横浜

横浜中華街★満喫プラン

各所へのアクセス※中目黒駅からの所要時間
●渋谷（電車4分）　●六本木（電車10分）
●霞ケ関（電車13分）　●横浜（電車25分）

浴場（イメージ）浴場（イメージ）

車・荷物、朝から預かり可特典

中華街（イメージ）中華街（イメージ）

ユネッサン（イメージ）ユネッサン（イメージ）

カジュアルプラン

ロングステイプラン

熱海海上花火大会

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160418-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-genteiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-heyasyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-kougenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-ozeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160418-summerplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/post-78.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-gurumeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-enodenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-summervplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-ticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-yunessanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/miyanoshita-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/


＋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

8/31
まで 海鮮バイキングプラン

１泊２食 10,850円~

1泊2食 平日

9/30
まで 夏満喫２食付プラン

9,400円~

9/4
9/30
▼ 釜めし付 季節の料理プラン

9/30
まで 特選 飛騨牛ステーキプラン

お子様
特典

1泊2食 1室2名～ 平日 A5飛騨牛150g付

1泊2食
1室1名

（シングル）
1室2名
（ツイン）

平日

12,100円
土・休前日

11,600円
13,100円
12,600円

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

大人

8,500円
お子様（小学生）

10,000円
6,000円
6,500円

お子様（小学生まで）全日7,000円

長野県
上諏訪温泉上諏訪温泉

　　  大人の方は調理長のおまかせ御膳コース
★お子様が作ったピザを家族みんなで食べます

お子様（小学生まで）全日7,000円

（5）

●
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
。

※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）

　　  月替わり海鮮会席料理、お子様はお子様
ランチ　★伊勢海老・鮑・松阪牛等オプション料
理もご用意（要事前予約）
　　  8/1～9/30（8/6～14除く）／ T無6畳／
T付客室利用は大人1名様プラス1,000円／
BT付客室利用は大人1名様プラス2,000円
※中学生料金・幼児料金はお問い合わせください

　　  あしたか牛付豪華会席　
●ステーキ　●しゃぶしゃぶ　●すき焼き 
から選択（要予約／1グループ1品）

055-948-0010
静岡県
沼津沼津

新潟県
越後湯沢温泉越後湯沢温泉

静岡県
伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉

1泊2食 平日

1室2名～ 9,700円
土・休前日

10,700円

食事 金目鯛の煮付orあしたか牛ステーキを
選べるグルメプラン

～9/18 ／ 1日限定5組
※8/6～15利用は土・休前日料金に大人1名様
プラス1,000円（1週間前までにご予約ください）

条件

お魚かお肉で選べるプラン プレミアム地産牛

特典 貸切風呂利用無料（要予約）

特典　　  ●かき氷無料・卓球無料　●ビーチパラ
ソル・ビーチチェア・浮輪他無料貸出
★海水浴場まで徒歩3分

食事

おすすめ観光
三島スカイウォーク：日本最長の吊り橋
（当館から車約30分または三島駅から
バス約25分）

  　　8/6～9/30 ／ 8/21～26は平日料金に
1名様プラス1,000円／ 9/17～18は土・休前
日料金に1名様プラス1,000円／ 8/6～20は
土・休前日料金に1名様プラス2,500円

条件

KKR 伊豆長岡 千歳荘
055-931-0592
KKR 沼津 はまゆう

あしたか牛プラン静岡ブランド静岡ブランド

025-784-3424

ぼくとわたしがピザ職人プラン
1泊2食 平日

1室2名～ 8,800円
1泊2食 平日

1室2名～ 11,350円
土・休前日

13,850円

食事

※8/1～10利用は大人1名様平日9,800円
※8/11～17利用は大人1名様平日12,800円

同伴のお子様 全日無料のプランです
（高校生まで／組合員のご家族のみ）

  　　～9/3 ／
土・休前日利用
は大人1名様プ
ラス1,000円

●ソフトドリンク飲み放題
●生ビール・日本酒飲み放題
●お子様に花火プレゼント
●6階客室は新幹線トレイン
ビュー

条件

好きな具材で

KKR 湯沢 ゆきぐに

信越の食材・メニューのヘルシー和食 
★ハーフブッフェ食べ放題
★お子様にはキッズバイキング

新潟県
池の平温泉池の平温泉

1泊2食 平日 1室2名～
ミニ会席＆
ハーフブッフェ
プチ美食会席＆
ハーフブッフェ
新潟県産牛を味わうグルメデ－
8/1～20、9/17・18

8/21～31

8,200円
9/1～16・19～30

7,700円
10,500円

12,150円
9,900円

食事

  　　●お子様に花火＆駄菓子プレゼント ●ソ
フトドリンク滞在中飲み放題 ●生ビール・日本
酒・ワイン飲み放題（90分）1,500円→1,000円

特典

8/1～9/30 ／土・休前日利用は1名様
プラス1,000円

条件

0255-86-2113
KKR 妙高高原 白樺荘

食べ飲み放題プランハーフブッフェ
ソフトドリンク

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

四季御膳orステーキセットから選択（要予約）

0576-25-5505
愛知県
名古屋名古屋

三重県
鳥羽鳥羽

岐阜県
下呂温泉下呂温泉

夏を感じる巧味会席 夏の名古屋散策
1泊2食 平日

1室1名～ 11,100円
食事 調理長の創作会席全7品

～9/30／土・休前日利用は1名様プラス
1,000円／リビング付ツインは別料金

※一部外壁修理区域（8月末終了）の客室がございます

条件

旬の味覚をご賞味ください 名古屋城が間近、観光や散策におすすめ

1泊2食
1室2名～

平日

10,400円
食事

～9/30 ／土・休前日と8/5～20利用は
1名様プラス1,000円／ 1室2名様以上
は名古屋城側客室

条件

KKR 下呂 しらさぎ
052-201-3326
KKR ホテル 名古屋

ファミリープラン

0599-25-3226

伊勢志摩プラン

食事

条件

伊勢志摩観光でリフレッシュ
鳥羽水族館への観光に便利

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

近江牛の豪快溶岩焼き

滋賀県
琵琶湖琵琶湖

大満足! 日本三大和牛を味わう!

1泊2食

1室2名～

月～木曜日

13,750円
食事

和室1室4名利用で鯛のうす造りサービス特典
　　  ～9/30（8/8除く）／金曜日と8/1～5・
21～26利用は1名様プラス1,000円／土・休
前日利用は1名様プラス2,500円／ 8/6～20、
9/17・18の料金は要問合せ／客室定員利用

条件

077-578-2020
KKR ホテルびわこ

近江牛ステーキ膳プラン

0578-89-2626
山梨県
甲府甲府

1泊2食 平日

1室2名～ 12,200円
土・休前日

13,200円
食事
A5等級飛騨牛
1品付、山と海の
グルメ和会席

～9/30（8/6～
15除く）

条件

最高級和牛A5
飛騨牛1品付

ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付

1泊2食 1室2名～
8/1～9/2

（特定日除く）9,800円~11,800円

KKR 平湯たから荘
0266-58-1259
KKR 諏訪湖荘

すわっこ祭りバイキングプラン
055-252-1327

四季彩膳プラン

食事 ブランド牛と地物野菜を味わう甲州牛会席

～9/30／8/10
～16利用は別
料金（要問合
せ）／1室1名
様利用はプラ
ス1,000円（平
日のみ利用可）
／T付客室は
1名様プラス
1,000円

条件

本場山梨へぶどう狩りへ行こう

KKR 甲府ニュー芙蓉

金沢名物「治部煮」付の宿泊者専用会席

石川県
金沢金沢

ご好評の和会席をご賞味ください

食事

 兼六園入園券付
（通常 大人310円)

～9/30 ／ 3日前
まで要予約

特典

条件

ステーキ・お寿司・デザートなど約40種類
が食べ放題、生ビール・信州ワイン・ソフト
ドリンクが飲み放題

食事

8/1～9/2（8/15除く）／ T付客室利用は
1名様プラス1,000円

条件

076-264-3261
KKR ホテル金沢

兼六園入園券付プラン

当館提携農園「愛宕園」
送迎・入園料・試食無料♪

ぶどう狩り
料理（イメージ）料理（イメージ） 料理（イメージ）料理（イメージ）

●名古屋城入場券付（通常大人500円）
●アーリーチェックイン13時
●駐車料金無料
●小学生までのお子様は500円引
●夕食時ワンドリンクサービス

特典

06-6941-1122
大阪府
森之宮森之宮

奈良県
奈良奈良

朝食付プラン
1泊朝食付 1室2名

平日

土・休前日と
8/1～27

6,500円
8,500円

食事 朝食は和洋バイキング
8/1～9/30／キャッスルビューセミダブ
ル利用はお1人様1,000円引／ 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）

条件

夏空の大阪城を眺めながら朝食を!京の夏宵　飲み放題120分付!

1泊2食 8/1～9/30

1室1名～ 13,150円~17,150円

KKR ホテル大阪
075-222-0092
KKR 京都くに荘

屋上バーベキュー宿泊プラン

0742-22-5582

大和牛会席プラン
1泊2食 1室2名～

平日 13,300円
土・休前日と8/7～26、
10/1・8・9・15 14,300円

8/6・13・20・27、9/17・18、
10/19～29 15,300円

食事
大和牛を
ステーキで

8/1～10/31
条件

日本庭園を眺めながらお食事を

KKR 奈良 みかさ荘 大阪府
梅田梅田

大阪駅から徒歩８分！ 明るくゆとりのある客室

和牛カルビ・豚・鶏・焼野菜ミックスのBBQ
＆フード・サラダバー＆飲み放題120分付

食事

●お子様にアイスクリームと
手持花火プレゼント
●貸出し用おもちゃご用意（1組1種類）
●京都東映太秦映画村割引券進呈

特典

8/1～9/30
（8/16除く）
／客室定員
利用

条件

06-6362-6800
KKR ホテル 梅田

金目鯛の煮付or
あしたか牛ステーキお好みプラン

お子様（小学生まで）全日6,000円

※特定日（8/6・9～14・20）利用は大人1名様13,800円

岐阜県
平湯温泉平湯温泉

1泊2食 平日

1室2名～ 9,950円
土・休前日

10,500円
お子様（小学生）全日6,000円

夕食は
和会席で
夕食は
和会席で

おすすめ観光
●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）

和プラン
なごみ

料理（イメージ）料理（イメージ）

温泉大浴場・露天風呂（イメージ）温泉大浴場・露天風呂（イメージ）

最得最得

元気の素元気の素タリーズ朝食付プラン
1泊朝食付 平日

1室2名（ダブル） 8,000円
食事 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）

　　  8/1～26（土・
休前日、8/14・15除
く）／素泊りは1名様
800円引／1日限定
2室

条件

ダブルルーム（イメージ）ダブルルーム（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

平日限定
電話予約限定
平日限定
電話予約限定

京都駅からJR・送迎バスで約20分！

京都府
京都京都

おすすめ観光
奈良公園・東大寺・春日大社へ徒歩5分

うれしいうれしい
無料送迎付

8,800円平日 9,800円土・休前日

14,800円 ※土・休前日利用は1名様
プラス1,000円

料理（イメージ）料理（イメージ）

特別企画でお子様無料

※ベッドは1台となります

※土・休前日と8/1～27利用は1名様プラス2,000円

お子様にもれなく
“福袋（抽選会）”+花火プレゼント

さわやか朝食付プラン

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-okonomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-ashitakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-kaisenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-pizzaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-suwaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-shikisaizenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-kenrokuenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-nagomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-steakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-summerplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160616-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-shimaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-steakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160425-bbqplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-morningplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-genkiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/post-75.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/07/20160722-kaisekiplan.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

9/30
まで 朝食付プラン

四国まるごとプラン
1泊2食

平日

1室2名～

13,650円
土・休前日 15,650円

瀬戸内の食材を中心にした8品を
ご用意
8/1～9/30（8/13～15除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

089-941-2934愛媛県
松山・道後温泉 KKR 道後ゆづき

四国の旅を満喫してください

泉質はアルカリ性単純温泉で美肌の名湯
御影石と岩風呂が入替制でゆったり広々
露天風呂とサウナも楽しめます

泉質はアルカリ性単純温泉で美肌の名湯 道後温泉本館（徒歩10分）
来年10月頃から改修工事のため入浴
ができなくなりますので、是非今のうち
にお越しください

道後温泉（イメージ）道後温泉（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

第856号（6）　平成28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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　●
お
子
様
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金
は
小
学
生
以
下
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　　  月替りの会席料理(全12品) ★Aお子様は
お子様会席、Bお子様はエビフライステーキセット

082-221-3736
広島県
広島広島

山口県
湯田温泉湯田温泉 福岡県

博多博多

えらべる夕食プラン
1泊2食 1室2名～ 8/1～8/20

平日 7,900円
8/21～9/30

6,900円
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)
8/1～9/30 ／土・休前日利用は1名様プ
ラス500円／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／ BT無客室
は1名様500円引／ 1名様プラス1,000
円でエグゼクティブルームに変更可／ 3
日前まで要予約

条件

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プラン ご家族みんな嬉しい特典付♪

1泊2食 1室2名～
大人

平日

11,550円
Aお子様

Bお子様

8,000円
5,700円

土・休前日

13,550円
9,400円
6,700円

食事

おすすめ観光●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）

おすすめ観光●白良浜まで歩いて2分
　（宿泊当日朝11時からアウト日
　朝10時まで駐車場無料）　
●アドベンチャーワールドまで
　車で10分

　　  8/1～9/30／ 8月利用は大人プラス
1,000円、ABお子様はプラス600円／ 8/6～
15、9/17・18利用は別料金（要問合せ）

条件

KKR ホテル広島 
083-922-3268
KKR 山口 あさくら

2食付で
お気軽宿泊！
2食付で
お気軽宿泊！ ファミリープランわくわく

092-521-1361

黒毛和牛のステーキ
ごはんと夏野菜の会席
1泊2食 1室1～3名

平日 10,400円
お子様（4～10歳）

6,600円

1泊2食 平日

1室2名～ 11,400円 12,400円
土・休前日

食事　　  黒毛和牛と夏野菜の会席
★お子様はお子様ランチ

  　　～8/31 ／土・休前日利用は1名様プラス
2,100円／添い寝で食事なしのお子様は無料
条件

組合員様へ特典をご用意

KKR ホテル博多

西洋料理15種・中国料理15種（合計30
種）のオーダーバイキング

熊本県
熊本熊本

好きな物を好きなだけ選べます

食事

駐車場料金無料特典
～9/30 ／城側客室
利用は大人1名様プ
ラス1,000円

条件

096-355-0121
KKR ホテル 熊本

オーダーバイキング＆朝食付プラン

7,500円平日 8,500円土・休前日
※城側客室利用は1名様プラス1,000円

1泊2食
1室2名～

平日

13,800円
土・休前日

14,800円

0796-32-2631

城崎夢花火プラン
1泊2食

平日

1室2名～

8,900円
土・休前日 9,900円

食事 地元でとれた海の幸を使ったお料理
8/1～9/30（8/13～15の料金は要問合
せ）／ 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

条件

温泉・料理・花火で城崎の夏を満喫

KKR 城崎 玄武

伊勢海老、お造り、熊野牛などの豪華プラン
※伊勢海老の調理方法は時期によって異なります

紀州の味をお楽しみください

食事

8/6～9/30（8/10除く）／8/6～13利用
は大人16,800円、お子様8,300円／ T無
客室利用は1名様1,000円引

条件

0739-42-3383
KKR 白浜 美浜荘

伊勢海老＆熊野牛
陶板焼き付プラン

兵庫県
城崎温泉城崎温泉

和歌山県
白浜温泉白浜温泉

★お1人様プラス2,000円で但馬牛しゃぶしゃぶ会席(2名
様より)、プラス3,000円で焼きがに付会席、プラス4,000
円で但馬牛会席に変更可（要予約）

  　　●夕食時ワンドリンクサービス  ●駐車場
料金無料 ●ゆったり滞在 到着日14時→翌12
時 ●冷凍梅ヶ枝餅(5個入)1組1箱進呈

特典
  　　●夕食時、日本酒またはソフトドリンク1杯
（大人のみ） ●夕食時、小学生に子供ビール(炭
酸飲料)を1本 ●夕・朝食時、未就学のお子様に
お子様ランチ（1組に1名分） ●未就学のお子様
にアイスクリーム券 ●アーリーチェックイン14
時 ●レイトチェックアウト11時

特典

一路博多プラン1泊朝食付
イチ ロ ハカ タ

6,200円平日 8,300円土・休前日

お子様（小学生まで）全日6,300円

お子様（小学生まで）全日6,300円

お子様（4歳以上）　 全日1,000円

▲UP
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http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160127-eraberuyusyokuplan.html
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http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-hakataplan.html
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