
■お一人様あたりの組合員料金

料理（イメージ）

ワイン（イメージ）

つぼ風呂（イメージ）

3種類の
ステーキ肉

（イメージ）

ズワイガニ
　（イメージ）

にいがた和牛
（イメージ）

1泊2食

1室1名～

平　日

7,700 円 8,700 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

平　日

9,980 円 10,980 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

7,800 円 8,800 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

お子様（小学生まで）全日5,000円

1泊2食

1室2名～

平　日

8,800 円 9,800 円
土・休前日

KKR 諏訪湖荘
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

☎0266-58-1259
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

長野県・上諏訪

KKR 妙高高原 白樺荘
新潟県妙高市関川2275

☎0255-86-2113

新潟県・妙高高原

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

上諏訪

選べる特典 温泉施設入場無料！スキー＆スノーボードレンタル無料！

味には定評あり！上信越の食材を
使用した和食コースと唐揚げ食べ放題

お1人様ごとにAまたはBから特典をお選びください
A スキーまたはスノーボード一式レンタ

ルが1泊につき1日無料《パック内容：
スキー・ストックまたはスノーボード、
ブーツ、ウェア、帽子、手袋、ゴーグル》

B 近隣温泉施設
「ランドマーク妙高
高原」（徒歩700m）
3時間チケット

1日限定10室

一般のお客様なら16,300円のプランがこのお値段！

①にいがた和牛②ズワイガニ
選べるグルメプラン

①②のどちらか選べるグルメコース

②ズワイガニなら！　お1人様1.5杯分(3肩分)をカニ酢、
茹でガニ、カニ小鍋＋和食コース＆唐揚げ食べ放題

①にいがた和牛なら！ A5等級にいがた和牛の陶板焼き（40g）
　＆しゃぶしゃぶ（60g）＋和食コース&唐揚げ食べ放題

スキー情報スキー情報
●池の平温泉スキー場（徒歩10分）
●妙高杉ノ原スキー場（車10分）
●赤倉温泉スキー場　（車10分）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

滞在中ソフトドリンク
飲み放題コーナー

セルフ飲み放題
（生ビール・ワイン・冷酒・熱燗）
1,500円/90分

12/17～3/31（12/28～
1/2除く）／バス・トイレ付客室は
1室あたりプラス3,000円

妙高高原駅　無料送迎（要予約）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

12/17～4/8（12/31～1/3除く）
／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

今だけ！ロビーにお茶菓子おかわりコーナー登場

ロビーに
ホットドリンクバー登場 早春限定♪信州ワイン飲み放題付！

早春限定♪信州ワイン飲み放題付！

長野県産牛のほか、豚肉・鶏肉を
各150gずつご用意

豚のしゃぶしゃぶ食べ放題プラン

※3/26～31利用は1名様プラス500円（大人のみ）

※3/26～31利用は1名様プラス500円（大人のみ）

豚しゃぶ食べ放題の
和風会席コース

●信州そば・サラダ・デザートほかのハーフバイキング
●信州ワイン飲み放題＆ソフトドリンクバー全10種類付

お子様（小学生まで）
全日7,000円

ボリュームたっぷり450g
トリプルステーキ膳プラン

●ロビーにお茶菓子おかわりコーナー
●ロビーに無料ドリンクバー
●女性のお客様にはおしゃれ浴衣をご用意
●貸切家族風呂利用無料(先着順)
●ロビーにコミックコーナー・絵本コーナー
●無料ランドリー使用ＯＫ

冬休み・春休み
お子様イベント
●がちゃがちゃ
●くじびき ●かたぬき

唐揚げ食べ放題＆スノーレジャーパック
★中・高校生は1,000円引

★池の平温泉・妙高杉ノ原割引リフト券
フロントにてご用意
平日 2,800 円  土・休前日 3,200 円

★高校生以下は1,000円引

※おかわりしゃぶしゃぶ（100ｇ）2,800円（要事前予約）

妙高高原

スキー（イメージ）

唐揚げ
（イメージ）

お子様（小学生まで）全日5,500円

1泊2食

1室2名～

平　日

11,350 円～12,050 円 12,550 円～13,250 円
土曜日と12/23～30、1/8、3/19

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

10,550 円 12,050 円
土曜日と12/23～30、1/8、3/19

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

日～木曜日

12,600 円 13,600 円
金曜日

■お一人様あたりの組合員料金

14,600 円
土・休前日

1泊2食

1室2名～

日～木曜日

9,850 円 11,350 円 12,350 円
金曜日

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日

５か所のスキー場から選べるリフト券付

料理（イメージ）料理（イメージ）

夕食はお子様が作ったピザを皆で食べる

体験型
ピザ食べ放題プラン
体験型
ピザ食べ放題プラン

12月中旬～３月下旬
（12/31～1/2除く）

焼肉食べ放題コース　3,100円
和昼食コース　　　　2,200円

ワンちゃん（イメージ）

天ぷらを揚げる井上料理長天ぷらを揚げる井上料理長

NASPAスキー場（イメージ）

★レンタルショップのご紹介もできます

（4,000円～4,500円相当）
●かぐら  ●GALA湯沢
●湯沢高原 ●ナスパ●神立高原

※お子様はリフト券
　付ではありません

当館敷地内
かまくら

（イメージ）

当館敷地内
かまくら

（イメージ）

たんばらスキーパーク
（イメージ）

５か所のスキー場から選べるリフト券付
（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

KKR 水上 水明荘
群馬県利根郡みなかみ町大穴859

☎0278-72-2345

群馬県・水上温泉

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

KKR 湯沢ゆきぐに
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

☎025-784-3424

新潟県・越後湯沢温泉

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00

越後湯沢

水上温泉

全室T付

地元群馬の食材を活かした料理長おすすめ会席

夕食は季節の
スタンダードコース

一番人気！
岩魚塩焼き付会席に舌鼓

マル得

選べる

スキー＆スノボプラン

冬の美食＆温泉満喫プラン

選べる４か所スキー場のリフト1日券付♪（通常4,000円～4,500円相当）
●玉原スキーパーク（車約60分）　　●ノルン水上スキー場（車約10分）
●奥利根スノーパーク（車約10分）　●宝台樹スキー場（車約30分）
★子ども・シニア料金あり　★奥利根スノーパークは小学生以下リフト料金無料！

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
お預かりします

※詳細は施設にお問い合わせください

12月中旬～3/19（12/31
～1/2除く）／1室1名様利用はプ
ラス2,000円

平日は天ぷら食べ放題 8,350円～

JR水上駅
無料送迎

迎え  14:55 15:40 
送り  10:00（要予約）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
1/4～3/30／1名様プラス1,000円でベッドルーム

に変更可
JR越後湯沢駅無料送迎（要予約）

近隣４か所の選べるスキー場で
水上の冬を満喫♪

ロープウェイ乗り場まで徒歩10分
スキー場が近くて温泉も料理も楽しめる！

冬が旬のブリを美味しい召し上がり方で

スキーリフト券付プラン

ブリと赤エビの海鮮しゃぶしゃぶプラン

冬に脂がのったブリと甘みの
ある赤エビを、しゃぶしゃぶしてお召
し上がりください

※スキー場により料金が変わります

平日は天ぷら
食べ放題付♪

平日は天ぷら
食べ放題付♪

3/31
まで

お値打ち！ プラン

５か所のスキー場から選べるリフト券付

プラン
共通

お子様（小学生まで）全日7,000円

蔵王温泉スキー場（イメージ）

全室T付

おすすめ観光おすすめ観光

おすすめ観光おすすめ観光

函 館

KKR かわゆ
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15☎015-483-2643

全室T付北海道
川湯温泉

スキー情報スキー情報

※別途、入湯税（1泊あたり
150円）をお預かりします

川湯

1泊2食

1室2名～

平　日

8,330 円 8,830 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

11,000 円 12,000 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日

1月・3月

8,600 円 9,600 円
12月・2月

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平　日

土・休前日

1室2名～

6,830 円
7,330 円

■お一人様あたりの組合員料金

24時間Stay

お肉のお好きな方におすすめ
●蔵王名物生ラムジンギスカン

基本料金からお1人様500円引
※専用ルームでお肉たっぷりお1人様250gを特製のタレで

●蔵王牛小鍋プラン
お1人様プラス1,200円（要予約2日前／1名様から）
※基本会席の小鍋を蔵王牛(90g)すき焼きorしゃぶしゃぶに変更

●米沢牛とフカヒレ大根の冬特選会席プラン
お1人様プラス2,200円（要予約2日前／1名様から）
※霜降り米沢牛の朴葉焼きとフカヒレ姿煮付大根の煮物を加

えた会席膳

料理（イメージ）料理（イメージ）

川湯

函館山夜景（イメージ）

大浴場（イメージ）

スキー場（イメージ）

冬特選会席（イメージ）

はこだてイルミネーション（イメージ）

KKR はこだて
北海道函館市湯川町2-8-14 ☎0138-57-8484

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00北海道

函 館

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00

KKR 蔵王 白銀荘
山形県山形市蔵王温泉904-8

☎023-694-9187

山 形 県・蔵 王 温 泉

ゆったり・のんびりプラン

６０分飲み放題ご馳走プラン

地場産の食材を使った
和食膳

北海道ならではの食材を吟味
し季節に合わせた会席料理
★飲み放題60分付（生ビール・日本
酒・焼酎・梅酒・ジュース・烏龍茶）

料理長が厳選し
た食材を使用した
日替わりメニュー

夕食は、旬の和食会席または
牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g)

12/17～3/31
（12/29～1/3
除く）

●モーニングコーヒー
サービス

●お土産プレゼント
12/17～3/31（12/31

～1/3除く）／1室1名様利用はプ
ラス1,000円

JR川湯温泉駅
無料送迎（要予約）

24時間滞在
（12時チェックイン・翌12時
チェックアウト）

●添い寝のお子様
無料
●家族風呂サービス

ご家族・お友達・女子会に!

源泉かけ流し温泉で心も体もリラックス

特典付

北海道の季節の素材にこだわった和食会席を
お部屋でゆったりとお召し上がりください♪

●はこだてクリスマスファンタジー
　（12/25まで）
●はこだてイルミネーション
（2/28まで）

●五稜星の夢イルミネーション
　（2/28まで）

12/23～3/31（12/29～1/3
除く）／トイレなし客室利用は1名様
1,000円引
※冬季のみ土・日・祭日、年末年始は駐車場料金1台500円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

※1室1名様利用はプラス1,000円

※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3,000円

★1室3名様以上利用でお1人様500円引

★冬の味覚汁物付（きりたんぽ汁、寒鱈汁、
地元名物「カラカラ汁」など）

ゲレンデが目の前★パウダースノースキーを満喫
アフタースキーは開湯1900年の温泉で身も心も癒される

冬蔵王満喫プラン

全山共通リフト券の宿泊者割引
1日券 5,000円→4,700円
2日券 9,200円→8,500円

夜の樹氷ライトアップ
（12/23～3/5 限定52日間）
●ロープウェイ運行時間

17:00～21:00 上り最終19:50
（乗車割引券 2,500円）

●暖房付の新型雪上車でライトアップ
　された樹氷を間近で体験
　（ロープウェイ＋雪上車 3,800円／事前予約制）
※天候により、樹氷を見ることができない場合もあります

旬の味覚が満載♪美食会席プラン

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

蔵王温泉

大人2,000円
※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

※お会計は翌10時までにお願いします

30%OFF
12階レストランでの
ご夕食30%OFF

2食付で
お気軽宿泊！

1室2名～

平　日 6,900 円
7,400 円

1泊2食

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

平　日 10,400 円
11,400 円

1泊2食

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

平　日 5,900 円
6,900 円

1泊朝食付

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金
広々エグゼクティブ

ツインルームに泊まろう！

1泊朝食付

1室1名～

平　日

6,700 円 7,700 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付

1室2・3名

平　日

9,200 円
日・祝日

7,700 円

3泊4日 素泊まり全日

デラックスシングル

レギュラーツイン

1室1名

26,400 円（延泊8,800円）

32,700 円（延泊10,900円）

1室2名

16,200 円（延泊5,400円）

22,200 円（延泊7,400円）

■お一人様あたりの組合員料金

外観（イメージ）

皇居が見えるレストラン（イメージ）

料理
（イメージ）

料理（イメージ）

広島

東京

客室
一部BT付KKR ホテル広島

広島県広島市中区東白島町19-65 ☎082-221-3736

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00広島県

広 島

名古屋

全室
BT付KKR ホテル名古屋 

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1 ☎052-201-3326

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00

チェックイン／15:00

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町1-4-1

☎03-3287-2921

東 京 都・竹 橋

全室BT付チェックアウト／11:00

★ご家族限定★
ファミリープラン朝食付

お二人以上のご家族限定！　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♪ 同じお部屋ならお得！ ロングスティプラン

長期滞在に便利なコインランドリー完備

愛知県
名古屋

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

えらべる夕食プラン

朝食会場から名古屋城もご覧いただけ、
さわやか気分♪

さわやか朝食付プラン

名古屋城にとても近く、観光や散策にお勧め！

四季を感じる料理と名古屋堪能プラン

ベッドサイズもセミダブルでお子様の添寝にピッタリ!!

朝食バイキング付バリュープラン

2食付で
お気軽宿泊！

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種類から選択可

皇居が見える朝食会場で
和洋朝食バイキング

（AM6：30～AM9：00）

ご夕食は、四季御膳または
ステーキ膳

朝食は約30品目の和洋
バイキング（広島県の名物も有）

12/17～4/9（土・休前日、
12/31～1/3を除く）

12/17～4/9（12/31～1/3
　を除く）／3泊 

  　から利用可

バス・トイレ付エグゼクテ
ィブツイン（約30㎡）利用／
1室1名様利用はプラス800円

（平日のみ利用可）

バス・トイレ付客室／バス・
トイレなし客室は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

広々エグゼクティブ
ツインルームに泊まろう！

おすすめ観光おすすめ観光
●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）
●宮島・厳島神社（JR＋フェリー50分） 

12/17～3/31
（12/19、12/31～1/2除く）

おすすめ観光おすすめ観光ワンドリンク無料券付
（夕食時のみ利用可）

12/17～4/8（12/31～
1/3除く）／ツイン1室2名様以
上利用は、名古屋城側のお部屋を
ご用意

種類豊富なビュッフ
ェスタイルのご朝食

●13:00からチェックイン可
（通常15:00）

●名古屋城入場券プレゼント
（通常大人500円）

●1室3名利用の場合、
1部屋あたり1,000円引

●キッズ特典♪
小学生まで1,000円引

●駐車場無料

駐車場無料（チェックイン日
AM6:00～チェックアウト日PM10:00）

レギュラーツイン1室2名様の場合、
お1人様1泊プラス1,500円で皇居側の
デラックスツインへ変更可／1室3名様で
ご利用の場合、レギュラーツイン1室2名様
料金で皇居側のデラックスツイン　

名古屋城（徒歩5分）
名古屋城復元事業により、平成25年
5月に「玄関・表書院」、平成28年6
月に「対面所・下御膳所」が完成公開

※1室1名様利用はプラス1,000円
　（平日のみ利用可）

※4歳～小学生のお子様は朝食料金700円

小学生以下のお子様添寝無料

13時からチェックイン可
ご朝食は1食1,400円でご用意可

3泊4日
以上で

☎03-3713-8131
ツインルーム

BT付

おすすめ観光おすすめ観光

おすすめ観光おすすめ観光

東京都
中目黒

全室BT付

神奈川県
横 浜

おすすめ観光おすすめ観光

シャトルバス運行 大通り公園のイルミネーション（イメージ）大通り公園のイルミネーション（イメージ）

●男女別大浴場24時まで入浴可
●全室大型液晶テレビ完備
（CS5チャンネル視聴無料）

●全室有線LAN、Wi-Fi完備

ツインルーム（イメージ）

客室（イメージ）

夜景（イメージ）

1泊目

3,900 円
2泊目以降

3,400 円
■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金 1泊朝食付 1室2名～　

1泊2食 1室2名～　

1泊朝食付 1室2名～

3,900 円
4,900 円 土・休前日　

平　日

1泊サービス朝食付

お子様
（小学生ベッド利用）

お子様
（小学生添い寝）

全　日

6,600 円1室2・3名

5,280 円
1,500 円

大　人

平　日

11,000 円
土・休前日

12,000 円
9,300 円 10,300 円お子様

（小学生まで）

■お一人様あたりの組合員料金

1泊素泊まり　平日のみ

ダ  ブ  ル　　 （1室2名）

1泊目

5,500 円
2泊目以降

5,000 円
ハリウッドツイン（1室2名） 6,000 円 5,500 円
ツ イ  ン　　 （1室2名） 6,500 円 6,000 円
和室10畳　   （1室4名） 5,000 円 4,500 円

東 京東 京 札幌札幌

横 浜横 浜大 阪大 阪

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00KKR ホテル 札幌

北海道札幌市中央区北四条西5-1 ☎011-231-6711
北海道
札 幌

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

全室BT付KKR ホテル梅田
大阪府大阪市北区堂山町4-1 ☎06-6362-6800

全室BT付大阪府
梅 田

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00

　　　 カジュアル
フレンチディナー付プラン

レストランから眺める横浜のイルミネーションを満喫！

2泊以上なら、組合員料金からさらに割引！！

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

2月1日リニューアルオープン１周年
緑に包まれた都心のビジネスホテル

のんびりファミリープラン
お得にステイ連泊プラン

朝からゆっくり寛ぐお得な和朝食付

カジュアルプラン

平　日

北海道庁赤レンガ庭園を
望めるレストランでご朝食

朝食は和食ビュッフェ
（10品目以上）を
無料サービス

12/17～4/30

●小学生以下のお子様にお菓子を
プレゼント

●13時からチェックインＯＫ
●チェックアウト12時まで可

1室あたりプラス2,000円
でスーペリアツインに変更可

12/17～4/28（12/29～1/3、2/4～11除
く）／1室1名様利用はプラス1,400円／1日限定5室

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00KKR ホテル中目黒

東京都目黒区東山1-27-15

中目黒駅からすべて直通、
乗り換えなしの快適アクセス
●渋谷（電車4分）
●六本木（8分）
●明治神宮前（原宿）（電車10分）
●新宿三丁目（電車12分）
●霞ヶ関（電車13分）
※中目黒駅からの所要時間

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

冬の横浜！

●鮮魚のプティオードブル
●牛フィレ肉のポワレ茸のソース
●季節の果実とプティケーキ･･･など♪

モーニングコーヒーをサービス
（お子様にはソフトドリンク）

1/3～3/30／海側和室利用／
山手側和室利用、1室3名様以上利用は
割引あり／洋室ツイン利用はお電話に
て問い合わせください／3日前まで要予
約

12/19～3/17（土・休前日、
12/23、12/29～1/4、1/8除く）／
1日限定3室／電話予約限定

1食830円で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
ト朝食をご用意できます（7:00～11:00）

【1月】中華街「春節」、赤レンガ倉庫「アートリンク」
【2月】中華街「春節」、元町「チャーミングセール」、三溪園「観梅会」　
【3月】三溪園「観桜会」、みなとみらい「さくらフェスタ」、元町公園「桜花見」　

おすすめ観光おすすめ観光
★京都（京都駅まで新快速約30分）
★神戸（三宮駅まで新快速約20分）
★奈良（奈良駅まで快速約50分）

さっぽろホワイトイルミネーション
（～2月中旬）

お子様も安心して召し上がれるカジュアルフレンチ！
パパママから教わる「プチテーブルマナー」に最適

JR大阪駅から
徒歩８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♪

連泊割引関西満喫プラン平日限定!

JR大阪駅から
徒歩８分！

※年末年始は施設にお問い合わせください

KKR ホテル博多
福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

☎092-521-1361

福岡県・博多

全室BT付

☎06-6941-1122

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00

博多

大阪
1泊朝食付

1室2名

平　日

6,500 円 8,500 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付

1室1～3名

平　日

6,200 円
土・休前日

8,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平　日

1室1～3名

14,200 円
土・休前日 16,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名

平　日

9,400 円
土・休前日

11,400 円

■お一人様あたりの組合員料金

12/17～3/31（12/26～1/5除く）／
1日限定3室／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

駐車場料金無料（通常1泊1,000円）

おすすめ観光おすすめ観光

おすすめ観光おすすめ観光

洋食セット（イメージ）

和食膳（イメージ）

料理（イメージ）

朝食（イメージ）

朝食（イメージ）（イメージ）

外観（イメージ）

美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

健康一番朝食付プラン
大阪城を眺めながら
12Fのレストランで豪華な気分で夕食を

春のおとずれ２食付プラン

KKR ホテル大阪
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

大阪府・森之宮

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

大阪城を一望できる
12階のレストランで和洋バ
イキング

フレッシュな野菜が自慢の
和洋バイキングのご朝食

夕食は、和食膳(前日ま
でに要予約)またはシェフのお
まかせ洋食セット(3日前まで
に要予約)

1/4～4/30／1室2名
様でセミダブルルーム利用は
お1人様平日1,000円引、土・
休前日2,000円引

1日の始まりは美味しい朝食で！

健やか朝食付プラン

冬の味覚の王様ふぐ料理と黒毛和牛
ステーキの豪華の2大味覚プラン

落ち着いた雰囲気の京風会席『萌木』にて
ゆっくりとお召し上がりください

ふぐ会席と黒毛和牛ステーキプラン

1/4～4/30
（4/1～9除く）／
電話予約限定

電話予約限定

●大阪城公園（ホテルの目の前）
●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）
●道頓堀、法善寺、なんばの街
（電車20分）

●十日恵比須正月大祭
（1/8～11）

●大宰府天満宮：梅の見頃
（2月上旬～3月上旬頃）

●福岡市内の中心地
博多（車15分）
天神（車10分）

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）

石川県
金 沢 KKR ホテル金沢

石川県金沢市大手町2-32 ☎076-264-3261
全室BT付全室BT付

1泊2食 1室2名

平　日

1月・2月

11,600 円 12,600 円
土・休前日 12,600 円 13,600 円

3月・4月
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

11,000 円 12,000 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

お子様（小学生） 全日5,900円 お子様（4歳以上） 全日5,000円

ステーキ（イメージ） 兼六園（イメージ）

料理（イメージ）

城側ツインルーム（イメージ）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00

ご好評いただいております!!　KKRホテル金沢自信の
和会席を是非一度ご賞味ください金沢

夕食は和会席で
兼六園入園券付プラン

夕食は赤身の肉に適度な脂身が入った
アンガス牛のコース料理

ファミリーステーキ
コース＆朝食付プラン

おすすめ観光おすすめ観光
●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）

おすすめ観光おすすめ観光
●兼六園入園券

プレゼント（通常大人310円）
●駐車料金無料

（宿泊日当日15時～翌11時）

12/17～4/8（12/31
～1/2除く）／3日前まで要予約

駐車場利用料金無料
（通常1泊500円）

12/17～4/8（12/31～
1/2除く）／1名様プラス1,000円
でお城側の部屋に変更可 ★連泊の場合、2泊目夕食は創作和会席

　「花水季」でご用意

★お子様（4～6歳）の夕食は、ハンバーグステーキコース
★ご家族全員にパティシエ特製デザートをプレゼント

熊本

熊本県
熊 本 KKR ホテル熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 ☎096-355-0121

●阿蘇自然豚の生ハムとマコ
モ茸のグリル ●本日のスープ ●ア
ンガス牛のロース肉とヒレ肉の2種
盛り ●パン＆コーヒーまたは紅茶

●熊本城が望める「二の丸公園」まで
徒歩5分

●早春の熊本城、新緑と歴史文化体験を
　お楽しみいただけます
●隣接の「県伝統工芸館」では熊本の伝

統工芸品を鑑賞でき、工芸品の購入
もできます

平成28年10月全客室リニューアル
「水・緑・光」を各フロアに配した洗練された
デザイナーズルーム
全室シモンズ社製マットレスを採用で快適
な睡眠をご体感ください

夕食は金沢名物「治部煮」の
入った宿泊者専用会席
●箸付 ●前菜 ●造り ●煮物椀（加
賀料理『鴨治部』）●焼き物また揚げ
物 ●蒸し物（郷土料理『蓮蒸し』） 
●酢の物 ●お食事（五目釜飯、香の
物・留椀、デザート）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/zaohakuginsou-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/hakodate-bisyokukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/kawayu-nonbiriplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/kawayu-gochisoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/minakami-skisnowboardplam.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20161202-fuyunobisyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yuzawa-skiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yuzawa-buriebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/suwako-tonsyabuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/post-84.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/myoukou-snowpackplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/myoukou-zuwaiganiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/nagoya-tannouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160617-bbqplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-renpakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/porthillyokohama-casualfrenchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/nakameguro-nonbirifamilyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/umeda-kanseimankichi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-harunootozureplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/post-82.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/kumamoto-familysteakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/kanazawa-kenrokuenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
http://www.kkr.or.jp/hotel/

