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


料理（イメージ）料理（イメージ）

　　  豚しゃぶ食べ放題の
和風会席コース

NASPAスキー場（イメージ）NASPAスキー場（イメージ） ずわいがに（イメージ）ずわいがに（イメージ）

新潟の名酒（イメージ）新潟の名酒（イメージ）

３種類のステーキ肉（イメージ）３種類のステーキ肉（イメージ）

つぼ風呂（イメージ）つぼ風呂（イメージ）

ワイン（イメージ）ワイン（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

今だけロビーにお茶菓子おかわりコーナー登場

豚のしゃぶしゃぶ
食べ放題プラン
豚のしゃぶしゃぶ
食べ放題プラン

信州ワイン飲み放題付！信州ワイン飲み放題付！

ロープウェイ乗り場まで徒歩５分
スキー場が近くて温泉も料理も楽しめる！

スキーリフト券付プランスキーリフト券付プラン
選べる選べる

蟹づくし
　        プラン
蟹づくし
　        プラン

トリプルステーキ膳プラントリプルステーキ膳プラン
ボリュームたっぷり450ｇ！ボリュームたっぷり450ｇ！

信州ワイン飲み放題付！信州ワイン飲み放題付！
早春限定♪

早春限定♪

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

長野県　上諏訪

KKR 諏訪湖荘
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

025-784-3424
全室T付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

新潟県　越後湯沢

KKR 湯沢ゆきぐに
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

お子様（小学生まで）全日 7,000円

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

お子様（小学生まで）全日 7,000円

1泊2食 1室2名～
日～木曜日

金曜日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

12,700円

13,700円

14,700円

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

12,900円

15,900円

※3/26～31利用は1名様プラス500円（大人のみ）

お子様（小学生まで）全日 5,000円

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

8,300円

9,300円

8,800円

9,800円
※3/26～31利用は1名様プラス
500円（大人のみ）

長野県産牛のほか、豚肉、
鶏肉を各150gずつご用意

ワンちゃん
同宿プラン
★専用フロアで
ワンちゃんと一緒に
お泊り
★夕食はワンちゃん
と一緒にお部屋食
※詳しくは施設にお問
い合わせください

　　  12/16～4/7
（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 ※別途、入湯税（1泊あた
り150円）をお預かりします

　　  ●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
（サービスの為、お飲みになら
ない場合の返金はありません）

●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

●かぐら ●GALA湯沢 ●湯沢高原
●NASPA ●神立高原
※お子様はリフト券付ではありません
★レンタルショップのご紹介もできます

お子様イベントお子様イベント冬休み春休み

新潟の名酒飲み放題＆
　　ソフトドリンク飲み放題
新潟の名酒飲み放題＆
　　ソフトドリンク飲み放題
新潟の名酒飲み放題＆
　　ソフトドリンク飲み放題
新潟の名酒飲み放題＆
　　ソフトドリンク飲み放題

  　　和室ベットルーム利用は1名様
プラス1,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
お預かりします

  　　日替わり新潟名酒飲み放題＆
ソフトドリンク飲み放題

JR越後湯沢駅　無料送迎
（要予約）12/15～3/30

夕食は季節のスタンダード
コース ※お子様はお子様食

1/9～3/30

　　  ●茹で蟹
●蟹網焼き
●蟹甲羅グラタン
●蟹釜飯
●蟹みそ汁など

（4,000円～4,500円相当）
5カ所のスキー場から選べる
リフト券付

上諏訪上諏訪

越後湯沢越後湯沢

日替わり

楽しい楽しい

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kamizuwa-tonsyabuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kamizuwa-triplesteakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/yuzawa-skiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/yuzawa-kanizukushi.html


料理長おすすめ会席
★1名様プラス
2,400円で「冬の
贅沢会席プラン」に
変更可

たんばらスキーパーク（イメージ）たんばらスキーパーク（イメージ）

たんばらスキーパーク
マスコットキャラクターたんばりん

たんばらスキーパーク
マスコットキャラクターたんばりん

宝台樹スキー場（イメージ）宝台樹スキー場（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

人気の唐揚げと冬らしいあたたか鍋で家族団らん

妙高杉ノ原スキー場（イメージ）妙高杉ノ原スキー場（イメージ）

源泉かけ流し（イメージ）源泉かけ流し（イメージ）

池の平温泉スキー場（イメージ）池の平温泉スキー場（イメージ）

スキー＆スノボプランスキー＆スノボプラン

スノーレジャーパックプランスノーレジャーパックプラン
手ぶらで！手ぶらで！

水上温泉水上温泉

妙高高原妙高高原

近隣４か所の選べるスキー場で
水上の冬を満喫♪

選べるリフト券とレンタル一式が付いてお得！

美景・美味・美湯の妙高をお得な価格で満喫

冬の贅沢会席プラン冬の贅沢会席プランカニの一輪焼き付カニの一輪焼き付
冬のグルメと言ったら、カニ焼き♪タラバかズワイを選べます！

マル得

現職様
限定

1泊2食 1室2名～ 土曜日と12/28～30、1/3～5
たんばらスキーパーク
（車約60分）

平日
お1人様あたりの組合員料金

12,350円 14,050円

奥利根スノーパーク
（車約10分） 12,450円 14,150円

ノルン水上スキー場
（車約10分） 12,750円 14,450円

宝台樹スキー場
（車約30分） 13,050円 14,750円

1泊2食 平日 土曜日と12/28～30、1/3～5
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

12,650円 14,350円

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

12,700円

13,700円

12月中旬～
3月中旬
（12/31～1/2除く）
※スキー場、天候に
より前後します

※1/6・7、2/10・11は平日料金に1名様プラス2,200円
★選べる４か所スキー場のリフト1日券付♪（通常4,300円～5,000円相当）
★小学生（お子様食）は8,080円～8,480円（平日）

★通常4,000円～4,500円相当の
リフト1日券とスキー又はスノボ・ウ
ェア等レンタル一式3,500円相当付
※お子様はレンタル付リフト券なし

信越の食材を使用した上方仕立ての
優しい和食

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

7,700円 8,700円

トイレ付和室をご用意
※別途、入湯税（1泊あたり
150円）をお預かりします

JR水上駅 無料送迎
迎え 15:45 16:40
送り 9:15 10:00
（要予約）  　　カニの一輪焼きをはじめ、

冬の旬をふんだんに使いました
  　　12/16～3/31
（12/31～1/2除く）

※1/6・7、2/10・11は平日料金に1名様プラス2,200円

0278-72-2345
全室T付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

群馬県　水上温泉

KKR 水上 水明荘
群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0255-86-2113
客室一部BT付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

新潟県　妙高高原

KKR 妙高高原 白樺荘
新潟県妙高市関川2275

●池の平温泉スキー場（車2分）
緩い傾斜3Kmも続く大きな1枚バーンが
オススメ！開放感満点の広大な斜面は
初心者・お子様でも安心

●妙高杉ノ原スキー場（車10分)
最長8.5Kmロング&ワイド！標高1800ｍからの
絶景を眺めながらのスキー・スノーボードは最高！
※チェックイン日にリフト券を使用する場合は要相談

スキー場をお選びくださいスキー場をお選びください

★全室コタツを完備
★滞在中ソフトドリンク無料
飲み放題コーナー
★貸出1,000円/1日
（洋風カンジキで雪の野山を散策）

  　　12/15～3/31（12/30～1/1
除く）／ 1室1名様利用はプラス500
円／バス・トイレ付客室は1室あたり
プラス3,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預
かりします

妙高高原駅 無料送迎（要予約）
迎え15：05/15：26　送り10：00

選べる

冬の温泉・満喫プラン冬の温泉・満喫プラン

2つのスキー場から
選べる

リフト1日券＆
スキーorスノボレン

タル一式

両方付いている！

2つのスキー場から
選べる

リフト1日券＆
スキーorスノボレン

タル一式

両方付いている！

2つのスキー場から
選べる

リフト1日券＆
スキーorスノボレン

タル一式

両方付いている！

2つのスキー場から
選べる

リフト1日券＆
スキーorスノボレン

タル一式

両方付いている！

未就学児
リフト料金
無料

小学生以下
リフト料金
無料

お子様
（小学生まで） 全日 5,500円

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/10/minakami-skiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/minakami-fuyunozeitakukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/myoko-winterresortplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/myoko-onsenplan.html


　　  12/17～3/30
（12/29～1/3除く）／
1室1名様利用はプラ
ス2,000円／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

　　  12/17～3/30
（12/29～1/3除く）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

冬蔵王満喫プラン冬蔵王満喫プラン
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

はこだて満喫はこだて満喫
1泊2食付のお得なプランをご用意

美食会席プラン美食会席プラン

1泊2食 1室2名～
12/17～21、
1/8～31、3/1～30

平日 土・休前日

12/22～28、
1/4～7、2/1～28

お1人様あたりの組合員料金

8,600円

9,600円

9,600円

10,600円

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)
★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）

★基本料金からお人様500円引　　
★お肉たっぷりお1人様250g
★専用ルームでお食事
※蔵王温泉は「ジンギスカン発祥の地」とも言われ
ています

日替わりの
和食会席

　　  季節の素材にこだわった和食
会席をゆったりお部屋食で！
※1名様の場合はレストラン食になります

●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 2,600円）
●ナイトクルーザー号（暖房付新型雪上車）で
回る樹氷ツアー（往復ロープウェイ＋
雪上車 3,400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

スキー情報

5,000円⇒4,800円 9,200円⇒8,600円

ロープウェイまで徒歩1分！
全山共通リフト券の宿泊者割引館内レンタル

スキーご用意あり

樹氷（イメージ）樹氷（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

生ラムジンギスカン

ジューシーで
旨味たっぷり
ジューシーで
旨味たっぷり
ジューシーで
旨味たっぷり
ジューシーで
旨味たっぷり

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

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

函館山夜景（イメージ）函館山夜景（イメージ）

　　  12/15～3/31（12/31
～1/3除く）／ 1室1名様利用
はプラス1,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

JR川湯温泉駅 無料送迎
（要予約）

得々プラン得々プラン得々プラン得々プラン
北の名湯！源泉100％かけ流し温泉

お部屋食
料理長が厳選した北海道の食材を使った料理です

お得に宿泊！お得に宿泊！

和の味覚会席膳プラン和の味覚会席膳プラン
若き料理長が考案した料理の数々をお楽しみください♪

1泊2食
平日

土・休前日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

9,830円

10,330円

1泊2食
平日

土・休前日

1室1名～
お1人様あたりの組合員料金

11,500円

12,500円

旬の食材を使用
した和食膳

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

5,830円 6,330円

1泊2食 平日 土・休前日
1室1名～

お1人様あたりの組合員料金

9,500円 10,500円

旬の味覚を十二分に
お楽しみください

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

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

料理（イメージ）料理（イメージ）

ジンギスカン（イメージ）ジンギスカン（イメージ）

●神秘の摩周湖（車40分）
●硫黄山（車5分）
●天下の絶景美幌峠（車50分）
●ダイヤモンドダスト in
　KAWAYU（2月開催）

大人 2,000円

函館山夜景観光
バスチケット

★当日予約可能ですので、お天気をみて
フロントにお申込みください
※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

蔵王
温泉
蔵王
温泉

函館函館

蔵王名物

おすすめ 12/23～3/4
限定53日間

夜の樹氷
ライトアップ

1日券 2日券

023-694-9187
客室一部BT付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

山形県　蔵王温泉

KKR 蔵王 白銀荘
山形県山形市蔵王温泉904-8

北海道北海道

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/zao-fuyumankituplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/01/hakodate-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/05/hakodate-bisyokuplan-summer.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kawayu-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/10/kawayu-mikakukaiseki.html


　　   味彩牛のステーキとふぐ三昧
の会席料理をリニューアルオープン
した「和創り 萌木」にてお召し上がり
いただけます

ホテル外観
（イメージ）
ホテル外観
（イメージ）

03-3287-2921
全室BT付／チェックイン15:00　チェックアウト11:00

東京都　竹橋

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町1-4-1

☆お部屋タイプお任せ☆☆お部屋タイプお任せ☆
ウィンタープランウィンタープラン

12月17日より2月28日までの期間限定！
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♪
12月17日より2月28日までの期間限定！
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♪

☆3泊4日以上で同じ部屋ならお得☆☆3泊4日以上で同じ部屋ならお得☆
ロングステイプランロングステイプラン

長期滞在に便利なコインランドリー完備

1泊朝食付 1室2・3名

平日

日・祝日

お1人様あたりの組合員料金

8,900円

7,400円

1室1名

9,800円

7,800円

3泊4日 素泊まり 全日 1室1名

（延泊 8,800円）
デラックス
シングル

レギュラー
ツイン

お1人様あたりの組合員料金

26,400円

（延泊 10,900円）
32,700円

1室2名

（延泊 5,400円）
16,200円

（延泊 7,400円）
22,200円

12/17～2/28（土・休前日、12/31～
1/3除く）／お部屋タイプ指定不可

皇居が見える会場で和洋朝食
バイキング（6:30～9:00）  
※4～12歳のお子様は朝食料金700円、
3歳以下のお子様は無料

駐車場無料（チェックイン
日6:00～チェックアウト日
22:00）

12歳以下のお子様添寝無料

  　　12/15～3/31（12/31～1/3を
除く）／ 3泊から利用可／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

和洋バイキングの
ご朝食1,400円

●アーリーチェックイン13時
●12階レストランでのご夕食（定食）30％off

12月25日まで
1階ロビーに
クリスマスツリーを設

置
12月25日まで
1階ロビーに
クリスマスツリーを設

置

東京メトロ竹橋駅3ｂ出口直結
（イメージ）

東京メトロ竹橋駅3ｂ出口直結
（イメージ）

皇居が見える朝食会場（イメージ）皇居が見える朝食会場（イメージ）

　　   12/15～3/31（12/31～1/2除く）／ 1日限定3室
／ 1名様プラス1,000円でリニューアルルームをご用意

健やか朝食付プラン健やか朝食付プラン
1日の始まりは美味しい朝食で！

2食付でお気軽宿泊！2食付でお気軽宿泊！
選べる夕食プラン選べる夕食プラン

広々エグゼクティブツインルームに泊まろう！広々エグゼクティブツインルームに泊まろう！
朝食バイキング付バリュープラン朝食バイキング付バリュープラン

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

ベッドサイズもセミダブルでお子様の添寝にピッタリ!!

ふくづくしの会席とふくづくしの会席と
味彩牛のステーキプラン味彩牛のステーキプラン

平成29年9月に「和創り 萌木」がリニューアルオープン

1泊朝食付 平日 土・休前日
1室1～3名

お1人様あたりの組合員料金

6,500円 8,600円

1泊2食
平日

土・休前日

1室1～3名
お1人様あたりの組合員料金

14,900円

17,100円

2日前まで要予約

　　　12/15～1/31（12/18、
12/31～1/2除く）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

　　　12/15～3/30（12/18、12/31～
1/2除く）／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）

ご到着時にウェルカムドリンク
をプレゼント

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、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

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

6,900円 7,400円

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

　　   朝食は約30品目の和洋
バイキング（広島県の名物も有）1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

5,900円 6,900円

●博多（車15分）
●天神（車10分）

●野球観戦におすすめマツダス
タジアム（新白島駅～広島駅下車
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）

092-521-1361
福岡県
博多 KKR ホテル博多

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト11:00

082-221-3736
広島県
広島 KKR ホテル広島

広島県広島市中区東白島町19-65

客室一部BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト11:00

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

冬の味覚

　　   駐車場料金無料（通常1泊1,000円）

KKRホテル広島は平成30年3月31日より休館いたします

東京東京

広島広島博多博多

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/tokyo-winterplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160225-longstayplan.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/2016/12/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/hakata-fugukaisekiplan.html


　　  朝食は和食ビュッフェを
無料サービス（7:00～9:00） ●大通公園（11/24～12/25）

●札幌駅前通（11/24～2/12）
●南1条通（11/24～3/14）
★大通公園『ミュンヘン・クリスマス市』同時
開催（11/25～12/24）

●渋谷（電車4分） 
●六本木ヒルズ（電車10分） ●原宿（14
分） ●新宿三丁目（電車12分） ※中目黒駅
からの所要時間 ★夕食はナカメの街で東京グル
メ（駅行きのシャトルバス利用可）

　　  1/9～4/26 ／ 3日前
まで要予約／宿泊日以降変
更不可／ 2泊から利用可

 　　 12/15～3/30
（12/29～1/3、2/4～
12除く）／ 1日限定5室1/9～4/26（土・休

前日を除く）／ツイ
ンルーム利用

  　　12/15～3/16
（12/30～1/1、1/4
除く）／ツイン・クイ
ーンダブルは3名利
用も可能、和室等も
あります（料金は要
問合せ）
  　　朝食は1階
『タリーズコーヒー』
にて洋食セットを
1食830円でご用意
可（7:00～11:00） 【12月】

【1月】
【2月】

【3月】

山手西洋館「世界のクリスマス」
中華街「春節」（2月まで）
元町「チャーミングセール」、
三溪園「観梅会」
みなとみらい「さくらフェスタ」、
三溪園「桜の夕べ」

1泊サービス朝食付
1室1名（シングル風呂なし）

1室1名（シングル風呂付）
1室2・3名（ツイン・トリプル風呂付）

全日
通常6,100円→ 

お1人様あたりの組合員料金

5,700円

通常7,100円→ 6,700円

通常6,600円→ 6,200円

1泊サービス朝食付 1室2名
大人　（中学生以上）

お子様（小学生以下）

平日のみ
お1人様あたりの組合員料金

6,250円

5,000円

　　  北海道庁赤レンガ庭
園を望める会場でご朝食

お得な

清掃なし清掃なし連泊プラン連泊プラン カジュアルプランカジュアルプラン

早春プラン早春プラン

ビジネスにも観光にもオススメ！ 
お手軽な朝食付プランです

03-3713-8131
東京都
中目黒 KKR ホテル中目黒

東京都目黒区東山1-27-15

ツインルームBT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

011-231-6711
北海道
札幌 KKR ホテル札幌

北海道札幌市中央区北四条西5-1

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト11:00

06-6362-6800
大阪府
梅田 KKR ホテル梅田

大阪府大阪市北区堂山町4-1

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

045-621-9684
神奈川県
横浜 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

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

c    　12/15～3/31（12/30～1/2
除く）／土・休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／海側バス・トイレ付和
室利用／山側和室または1室3・4名
利用は割引あり／3日前まで要予約

　　  朝食時に
モーニングコーヒーをサービス

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

1室あたりプラス2,000円
でスーペリアツインに変
更可

清掃なしの連泊で1泊400円のお得

●1・2泊目はタオル・歯ブラシのみお
渡し  ●3泊目は清掃あり通常料金
（3泊ごとに清掃・変更不可）

　　  1日限定10組／電話予約限定
火曜日から土曜日の
15:00から30分毎
に中目黒駅近く出発、
最終22:00
中目黒駅正面口右
バス停先TSUTAYA横⇒ホテル
※ホテル公式HPにご案内あり又はお電話ください

シャトルバス運行

JR札幌駅から
徒歩5分

1泊朝食付
1室2名（ツイン）

1室1名（シングル）

平日
お1人様あたりの組合員料金

4,400円

5,800円

土・休前日

5,400円

6,800円

KKRホテル札幌は平成30年3月31日より休館いたします

さっぽろホワイトイルミネーション

ホワイトイルミネーション（イメージ）ホワイトイルミネーション（イメージ）

ミュンヘンクリスマス市（イメージ）ミュンヘンクリスマス市（イメージ）

12.1.2.3冬プラン
大阪駅から徒歩８分、
明るくゆとりのある客室 客室・レストランから横浜の夜景を満喫JR大阪駅から徒歩8分

組合員限定

1泊素泊まり
シングル　  　 1室1名

セミダブル 　  1室2名

クィーンダブル 1室2名

ツイン　　　   1室2名

平日・日曜
お1人様あたりの組合員料金

7,000円

7,000円

5,000円

6,500円

8,500円

8,000円

土・休前日

10,000円

6,000円

●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）

客室（イメージ）客室（イメージ）

夜景（イメージ）夜景（イメージ）

中華街（イメージ）中華街（イメージ）

丘の上のブルーライトプラン

横浜中華街の銘店で本格中華のコースをご賞味！

本場横浜中華街
ディナーコース付プラン

　　  シェフのおすすめカジュアルフレンチコー
ス ●鮮魚のプティオードブル ●牛フィレ肉のポ
ワレ●季節の果実とプティケーキ･･･など♪

1泊2食
1室2名～

12/15～12/29平日
お1人様あたりの組合員料金

10,800円 11,800円

　　  夕食は本場中華街の味をご堪能ください

1泊2食
1室2名～

12/15～12/29平日
お1人様あたりの組合員料金

15,300円 16,300円

中目黒

梅田 横浜

札幌

冬の横浜!

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/09/nakameguro-renpakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/nakameguro-sousyunplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/09/yokohama-casualfrench.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/yokohama-chinadinner.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/umeda-fuyuplan.html


　　   朝食の和洋バイキン
グ(50種以上)には、郷土料
理や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

　　  朝食は和洋のブッフェ
★話題の「金沢カレー」ご用意！
※添い寝のお子様の朝食料金900円（小学生）

　　   和洋中の「コース料理」からお選びください
（1グループ同一コース）　★未就学のお子様は
「キッズプレート」、小学生は「ハンバーグ付コース」

　　  1室1名様利用はプラス500円
（平日のみ利用可）／ 2日前まで要予約

●修復中のお城散策：
24ヶ所の主要な場所には案内板が設
置（1周約1時間）●水前寺公園：阿蘇
山からの伏流水の回遊式庭園（車15分
／電車・バスもあり）

●目の前が金沢城公園（徒歩1分） ●不思
議体験がいっぱい！ 21世紀美術館（バス
10分） ●金箔生産日本一の金沢でいろん
な種類の金箔体験！ ●冬の兼六園・金沢
城公園ライトアップ（2/2～2/20）

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1名～

お1人様あたりの組合員料金

7,300円 8,300円

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

11,000円 12,000円

1泊朝食付 1室1～3名 平日

3/1～4/27

12/15～2/28

お1人様あたりの組合員料金

7,000円

8,000円

3日前まで要予約

1泊2食 1室1～3名 平日

3/1～4/27

12/15～2/28

お1人様あたりの組合員料金

10,000円

11,000円

　　  夕食は石垣の見える
レストランで金澤フレンチ
★1名様プラス900円にて『加賀会
席』に変更可★1名様プラス3,100円
にて『のど黒会席』に変更可★お子様
ランチは1,080円からご用意できます

洋食コース（イメージ）洋食コース（イメージ）

朝食会場（イメージ）朝食会場（イメージ）

21世紀美術館（イメージ）21世紀美術館（イメージ）

朝食付 がまだすプランがまだすプラン
朝食会場から「ふっこう再建中の熊本城」を至近に望めます

コース料理プランコース料理プラン
和洋中それぞれのシェフが腕を振るいます

096-355-0121
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

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト11:00

076-264-3261
石川県
金沢
KKR ホテル金沢
石川県金沢市大手町2-32

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト11:00

　　   夕食時、お子様に「えらべるプチプレゼント」

選べる和・洋・中選べる和・洋・中

お子様歓迎プランお子様歓迎プラン
小学生のお子様添い寝無料！

冬・春休み冬・春休み

金澤フレンチプラン金澤フレンチプラン
シェフ自慢の創作フレンチディナー付

添寝の小学生 全日 5,600円 添寝の幼児 全日 5,000円

　　　12/15～4/30（12/30～1/2
除く）／城側客室利用は大人1名様プ
ラス1,000円／電話予約限定

　　   駐車場利用料金
チェックアウトまで無料

　　　12/15～4/27（12/30～
1/3、1/6・7、2/10・11除く）／
土・休前日利用はプラス1,000円

　　   お子様（小学生）
添い寝無料（通常2,000円）

お子様はキッズプレート付

※熊本弁でがんばるの意味

熊本熊本 金沢金沢

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kumamoto-eraberucourse.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-kumamotojyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kanazawa-okosamaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kanazawa-frenchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/


朝食（イメージ）朝食（イメージ）

ファミリーファミリー名古屋 DE 得々プラン名古屋 DE 得々プラン
現職組合員専用の謝恩プラン♪

しっかり朝食付プランしっかり朝食付プラン
名古屋城にとても近く、観光や散策にお勧め！

●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）
●徳川園・美術館（車15分） 052-201-3326

全室BT付／チェックイン15:00　チェックアウト11:00

愛知県　名古屋

KKR ホテル名古屋
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

●家具や調度品をダーク色、クロス類は
　ホワイトを基調とした落ち着いた客室
●壁掛けテレビによりライティングデスク
　も広々使用
●全室シモンズ製ベッドを導入
●全室禁煙となりました

平成29年10月28日全室リニューアル平成29年10月28日全室リニューアル

土・休前日

みかわ牛しゃぶしゃぶ膳
※3月以降は「四季会席」

★お子様は「和風お子様プレート」
（お子様はプラス2,000円で「ステーキ御膳」に変更可）

1泊2食 平日

1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

11,600円 13,100円

●アーリーチェックイン13:00（通常15:00）
●1室3名様利用は1部屋あたり1,000円引
●駐車場無料

お子様（小学生まで）全日 7,300円

1泊朝食付 平日 土・休前日
1室1名～

お1人様あたりの組合員料金

6,800円 8,300円

　　  種類豊富なビュッフェスタイルのご朝食
★お味噌は二夏二冬の天然醸造「八丁味噌」を使用

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

夕食時のワンドリンク無料券付
12/15～4/7 ／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

健康一番朝食付プラン健康一番朝食付プラン
美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

春のおとずれ春のおとずれ2食付プラン2食付プラン
春の薫りいっぱい、12Fのレストランで豪華な気分で夕食を・・・

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）

四季御膳（イメージ）四季御膳（イメージ）

●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）

1泊朝食付 平日 土・休前日と3/24～4/7

1室2名

お1人様あたりの組合員料金

6,500円 8,500円

1泊2食 平日 土・休前日と3/24～4/7
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

9,400円 11,400円

　　  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

　　  12/15～4/30
（12/31～1/3除く）

　　  大阪城が見えるレストランで「四季御膳」
　　  または「洋食セットメニュー」からご選択
★同料金で塩分2g以下・春野菜をふんだんに使った
減塩フレンチ」または「減塩会席」に変更可

12/15～4/30（12/31～1/3除く）

1名様プラス2,000円で「本格四季会席」
または「フレンチフルコース」に変更可 06-6941-1122

全室BT付／チェックイン15:00　チェックアウト11:00

大阪府　森之宮

KKR ホテル大阪
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

1名様プラス1,000円で
ご宿泊いただけます

※1名様1泊あたり7,000円以上の宿泊プ
ランの利用で2,000円分割引します
※土・休前日は使用不可
※KKR宿泊割引券2,000円と併用可
※KKRホテル大阪HPから印刷して必ずご
持参ください（チェックイン時の発行不可）
※詳細は直接施設にお問い合わせください

1/4～2/28の期間限定
「KKRホテル大阪宿泊割引券」を発行

名古屋名古屋

大阪大阪

リニューアル
記念！

客室（イメージ）客室（イメージ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/nagoya-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/nagoya-morning.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/oosaka-harunootozure.html


料理（イメージ）料理（イメージ）

リフト券付で極上のパウダースノーを満喫！

1泊2食
平日

土・日・祝

1室1名～
お1人様あたりの組合員料金

10,000円

11,700円

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

8,950円 9,950円

0578-89-2626
岐阜県
平湯

KKR 平湯たから荘
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

●新穂高ロープウェイ（通年営業）
●大自然が創り出す芸術！
冬のライトアップ
平湯大滝結氷祭り2/15～25（18時～21時）
タルマかねこおりライトアップ
12月下旬～2月末日
青だるライトアップ12月下旬～3月下旬
中尾かまくらまつり2/1～14

12/19～3/31（12/29～
1/3除く）／2日前まで要予約

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預
かりします

平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

夕食は家族で囲める
お手軽山海鍋コース♪

0576-25-5505
岐阜県
下呂

KKR 下呂しらさぎ
岐阜県下呂市森1209

全室T付
チェックイン  14:00
チェックアウト10:00

スキーパック朴の木スキーパック朴の木

ワイン用のぶどうの絞り粕を食べて育った
甲州ワインビーフ

富士御膳プラン富士御膳プラン
徳川将軍家献上湯、木賀温泉
源泉掛け流しの露天風呂で疲れを癒してください

木賀会席プラン木賀会席プラン

極上の味覚を多彩な料理で
堪能する贅沢グルメプラン福ふくプラン福ふくプラン

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

9,950円 10,950円

ピンクの春色深まる甲府盆地をお楽しみください♪

旅ものがたりプラン旅ものがたりプラン

京会席風に仕立てた創作会席をご賞味ください

料理長おすすめ創作会席料理を特別謝恩価格で！

聖護院かぶら蒸しと
京漬物寿司会席プラン
聖護院かぶら蒸しと
京漬物寿司会席プラン

特別謝恩プラン特別謝恩プラン

高原の温泉でエンジョイ高原の温泉でエンジョイ高原の温泉でエンジョイ高原の温泉でエンジョイ

★ほおのき平スキー場リフト1日券付
（通常3,100円～3,900円）ダイナミックに
滑れる標高1,250～1,550ｍのゲレンデで
極上のパウダースノーを満喫！

1泊2食 平日 土・休前日
1室1名～

お1人様あたりの組合員料金

14,500円 15,500円

1泊2食
平日 土・日・祝1室1名～

お1人様あたりの組合員料金

9,700円 11,400円 1泊2食
平日

土・休前日

1室1名～
お1人様あたりの組合員料金

10,300円

11,300円

スキーパック平湯スキーパック平湯

★平湯スキー場リフト1日券付（通常3,000円～3,500円）
奥飛騨の名湯「平湯温泉」の温泉街近く（施設から約2分）
圧雪の行き届いた「ファミリーゲレンデ」は幅広いレイアウト

   　　甘鯛の聖護院かぶら蒸し、京漬物寿司、飛
騨牛東寺揚げ、銀鱈西京焼き、豆乳鍋ほか（全9品）
※1月から「鰤会席」、3月から「竹の子会席」に変更予定

1泊2食
12/15～3/9の平日

3/11～3/31の平日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

14,450円

15,150円

土・休前日 16,650円

1泊2食
12/15～3/9の平日

3/11～4/7の平日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

9,950円

10,650円

土・休前日 12,150円

   　　山海の味覚を存分に味わえる
   　　季節の創作会席料理 
★1名様プラス2,000円で
「金目鯛姿煮」1尾付に変更可

   　　きのこと飛騨牛の味すき焼き、
鰆のもろ味噌焼き、蕪炊合せ、蟹金糸
巻き、八寸ほか（全7品）※1月と3月に献
立が入れ替わります

ほおのき平スキー場（イメージ）ほおのき平スキー場（イメージ）

富士山と桃畑（イメージ）富士山と桃畑（イメージ）

山海鍋（イメージ）山海鍋（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

かぶら蒸し（イメージ）かぶら蒸し（イメージ）

組合員様
限定

　　  12/15～4/30（12/30～
1/3除く）／リビング付ツインル
ームは別料金※別途、入湯税（1泊あ
たり150円）をお預かりします

    　
JR下呂駅
無料送迎 
(要予約)

下呂温泉合掌村（徒歩3分）
割引券800円⇒700円
フロントにてご用意

   　　1名様プラス5,000円で
『露天風呂付客室』に変更可（2名様から）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
    　　箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（14:30～18:00）

●成川美術館（バス25分）
富士山の景観がすばらしい
●ポーラ美術館（バス20分）
開館15周年記念展～3/11

平湯
温泉
平湯
温泉

下呂
温泉
下呂
温泉

甲府甲府 箱根箱根

055-252-1327
山梨県
甲府

KKR 甲府ニュー芙蓉
山梨県甲府市塩部3-6-10

客室一部BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

0460-87-2350
神奈川県
箱根
KKR 宮の下
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

お子様（小学生まで）全日 6,000円
   　　ワイン用のぶどうの搾り粕で育てた「ワイン
ビーフ」をメインとした和食コース※お子様はお子様食

花香る山梨♪

柔らかな肉質の黒毛和種
「甲州牛」を中心とした『四
季彩膳』をご用意

12/15～4/27（12/31～1/3
除く）／ 1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可）
／トイレ付客室利用は1名様プ
ラス1,000円※別途、入湯税（1泊
あたり150円）をお預かりします

●梅の名所「不老園」2月下旬から梅の花
が咲きはじめます（車10分）
●例年4月上旬は、甲府盆地が桃源郷と
言われる桃の花の見頃
おすすめスポット中央高速道路下り釈迦
堂パ̶キング

   　　12/15～4/7（12/24～1/7、
2/10・11除く）／ 1室1名様利用は
プラス1,500円（平日のみ利用可）

   　　ふぐ刺、ふぐ鍋、焼物などから最後
は雑炊までの本格的ふぐのフル会席

   　　12/15～3/31（12/24～1/7、
2/10・11除く）／ 7日前まで要予約

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/hirayu-skipack.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/post-85.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/gero-tukemonosushikaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/gero-syaonplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/kofu-fujigozenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kofu-tabimonogatari.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/miyanoshita-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/miyanoshita-fukufukuplan.html


当館から歩いて行ける新江ノ島水族館へ
家族そろって遊びに行こう！

組合員様限定のお得な宿泊プラン

新江ノ島水族館（イメージ）新江ノ島水族館（イメージ）

江の島シーキャンドル（イメージ）江の島シーキャンドル（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

新江ノ島水族館新江ノ島水族館
チケット付プランチケット付プラン

早春江ノ島お得プラン早春江ノ島お得プラン

第37回日本料理全国大会・郷土料理部門

鳥羽3大スポットめぐり鳥羽3大スポットめぐり
チケット付プランチケット付プラン

湘南湘南

鳥羽鳥羽

0466-23-7710
客室一部BT付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

神奈川県　片瀬海岸

KKR 江ノ島 ニュー向洋
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0599-25-3226
客室一部BT付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

三重県　鳥羽

KKR 鳥羽いそぶえ荘
三重県鳥羽市安楽島町1075

1泊2食 1室2名～
平日

12/15～3/24 3/25～4/3
お1人様あたりの組合員料金

10,800円 11,300円

1泊2食
平日

1室2名～

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

11,850円

13,350円

★新江ノ島水族館チケット：大人2,100円、
小中学生1,000円、幼児3歳以上600円
相当付

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日と12/28・29
お1人様あたりの組合員料金

6,850円 9,850円

※3/25～4/3利用は1名様プラス500円

　　  ●伊勢海老の姿造り（2名
様で1尾）●松阪牛の陶板焼き
●いそぶえ荘オリジナル「鯛飯
茶づけ
★朝食には伊勢海老のお味噌
汁が付きます
※1名様の場合、伊勢海老のお造りは
盛り込み、翌朝は普通のお味噌汁

1泊2食 1室2名～
大人

平日

中学生（大人料理）

土・休前日
お1人様あたりの組合員料金

12,500円

10,000円

小学生（お子様料理） 7,500円

14,000円

11,000円

8,000円

魚介盛りと郷土料理の和会席
（全8品）

　　  12/15～4/7（12/30～1/3除く）

　　  平日はお膳料理、土・休前日
は会席料理でおもてなし

　　  12/15～4/7（12/31
～1/3除く）／ 6畳トイレなし
客室／トイレ付客室は1名様
プラス1,000円

　　  夕食は会席料理
★小学生は選べる定食
（牛ステーキorお刺身）
　　  12/15～4/7
（12/31～1/3、1/22
～25除く）／土・休前
日と12/28・29利用
は1名様プラス2,000
円／ 8畳トイレ付客
室／トイレなし客室は
1名様1,000円引

1室1名様利用は
プラス1,000円

車、荷物等朝から預かり可

●江ノ島シーキャンドルライトアップ
　（2月中旬頃まで）
●七福神めぐり（1月）
●日本三大弁天江島神社（徒歩20分）
●江ノ島駅～長谷駅（江ノ電約20分）
●江ノ島駅～鎌倉駅（江ノ電約25分）

1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）／トイレ無
6畳／トイレ付8畳利用は1名様
プラス1,000円（2名様以上）／
バス・トイレ付特別室利用は1名
様プラス2,000円（2名様以上）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
お預かりします

●伊勢神宮（車30分）●鳥羽
三女神めぐり「伊射波神社」
「神明神社」「彦瀧神社」●賢
島エスパーニャクルーズ（伊
勢志摩サミット開催地）

旬な宿 特別価格

12/15～4/7
（12/25～1/3除く）

大人5,800円、
小中学生3,000円相当／
全て車10分圏内

鳥羽水族館・
ミキモト真珠島・
鳥羽湾めぐり＆
イルカ島の入場券付

鳥羽水族館・
ミキモト真珠島・
鳥羽湾めぐり＆
イルカ島の入場券付

鳥羽水族館／ジュゴン（イメージ）鳥羽水族館／ジュゴン（イメージ）

鳥羽水族館（イメージ）鳥羽水族館（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

人気のイルカとアシカのショー“きずな”をはじめ、
ペンギンプール、クラゲコーナー、海の生物のふ
れあいコーナーなど盛りだくさん★入館当日であれ
ば、出入り自由！（手にスタンプ）※1/23～25は休館日

新江ノ島水族館 徒歩12分

小学生お子様（全日）
3才から

全日 6,750円
全日 6,250円

イルカ（イメージ）イルカ（イメージ）

文部科学大臣賞受賞記念文部科学大臣賞受賞記念

松阪牛と伊勢海老プラン松阪牛と伊勢海老プラン

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/enoshima-suizokukanticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/enoshima-otokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/toba-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/toba-ticketplan.html


料理長が腕を振るう豪華食材を使った
贅沢なプラン

漁師鍋（イメージ）漁師鍋（イメージ）

ダイオウグソクムシ（イメージ）ダイオウグソクムシ（イメージ）

鯵のたたき（イメージ）鯵のたたき（イメージ）

あわび（イメージ）あわび（イメージ）

伊豆の国パノラマパーク（イメージ）伊豆の国パノラマパーク（イメージ）

055-931-0592
KKR 沼津はまゆう
静岡県沼津市志下192

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00

こんな生物がいたんだ！という発見を
お楽しみください

駿河湾と富士山を堪能できる
　　　　「伊豆の国パノラマパーク」入場券付

チケット付プランチケット付プラン
沼津港深海水族館沼津港深海水族館

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

10,750円 14,250円

月替わり創作会席料理

   　　12/15～4/7（12/29～1/5除く）
／ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
★1月の平日はお1人様500円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
   　　JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00（要予約）

   　　1室1名様利用は
プラス500円（平日のみ利用可）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
   　　伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）
平成30年1月15日より全館禁煙

沼津沼津

南紀
白浜
南紀
白浜

伊豆
長岡
伊豆
長岡

冷凍のシーラカンスをはじめ、
ダイオウグソクムシなど珍しい深海の
生物を60種1,500匹展示
★隣接の沼津漁港飲食店街での昼食もおすすめ

沼津港深海水族館

12/15～3/31（12/30
～1/3除く）／1室1名様
利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）
※別途、入湯税（1泊あたり
150円）をお預かりします

0739-42-3383
客室一部BT付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

和歌山県　白浜

KKR 白浜 美浜荘
和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

静岡県
沼津 055-948-0010

KKR 伊豆長岡 千歳荘
静岡県伊豆の国市古奈82

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00静岡県

伊豆長岡

話題 パノラマ富士山プランパノラマ富士山プラン

海に近い宿に泊まって、
美味しい魚介を食べたい！

海鮮漁師鍋プラン海鮮漁師鍋プラン

贅沢三昧プラン贅沢三昧プラン 天然クエ鍋会席プラン天然クエ鍋会席プラン
伊勢海老とあわびの伊勢海老とあわびの

いよいよクエの季節になりました！
是非本場のクエをご堪能ください

幻の高級魚幻の高級魚

大漁

※3/23～30の平日・日曜は平日料金に
1名様プラス2,000円
★通常大人1,600円の「沼津港深海水族
館」チケット引換券付

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

9,050円 10,050円

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

9,900円 11,000円

旬の食材を使った会席料理

※1/7・8、3/18・19は土・休前日料金にお1人様プラス1,000円
★車で10分の「伊豆の国パノラマパーク」入場券付（通常1,600
円） ※お子様のチケットは別途お買い求めください

1泊2食
平日

土・休前日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

11,350円

13,850円

アワビの「こりこり」をせいろ蒸しで!!

アワビのせいろ蒸しとアワビのせいろ蒸しと
あじのたたき付美味しいプランあじのたたき付美味しいプラン

  　　アワビ、サザエなど
豪華な魚介を豪快に漁師
鍋で♪
★海鮮漁師鍋をあしたか
牛ステーキに変更可

   　　お1人様にアワビのせいろ
蒸しとあじのたたきが付いた会席
★同料金で『あしたか牛ステーキ
プラン』に変更可

※3/23～30の平日・日曜は平日料金に
1名様プラス2,000円

※1/7・8、3/18・19は土・休前日料金にお1人様プラス1,000円

長岡で
見る！

お子様（小学生） 全日 5,400円

お子様（小学生） 全日 5,400円

12/15～4/27（12/30～1/3除く）

12/15～4/27
（12/23～1/3除く）

お子様（小学生） 全日 6,300円

1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

13,800円

14,800円

伊勢海老の姿造り、あわびの踊り焼き
のほか季節の食材や地元の郷土料理
などを取り入れました
※お子様はお子様定食

1泊2食
1室2名～

平日 土・休前日
お1人様あたりの組合員料金

16,800円 17,800円

幻の高級魚とグルメに
愛されてきたクエを6種
の調理法でご用意

冬季限定

車で
10分

料理（イメージ）料理（イメージ）

伊勢海老の姿造り（イメージ）伊勢海老の姿造り（イメージ）

アドベンチャーワールドアドベンチャーワールド
車で
10分 人気者ジャイアン

ト

パンダが待ってい
る！人気者ジャイアン
ト

パンダが待ってい
る！

（イメージ）（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

★パンダのほかにマリンワールド、
サファリワールド、遊園地も
あるので、家族で1日を満喫

★パンダのほかにマリンワールド、
サファリワールド、遊園地も
あるので、家族で1日を満喫

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/numazu-suizokukanticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/numazu-kaisenryoshinabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/shirahama-kuenabe.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/shirahama-iseebiawabi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/izu-panoramafujisanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/izu-ajiawabiplan.html


　　　　　　　●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 ●黒毛和牛のしゃぶしゃぶ ●相模三
元豚のしゃぶしゃぶ（1名様プラス2,000円）

12/15～3/31（12/29～1/3、
2/10・11、花火大会開催日を除
く）／ 1室4名様以上利用はお1
人様1,000円引※別途、入湯税（1泊
あたり150円）をお預かりします

第74回熱海梅園梅まつり（1/6～3/4）
樹齢百年を越える梅の古木を含め、59品種・
472本の梅が咲き誇り、早咲き→中咲き→遅咲
きと、順番に開花していきます (車10分)
★開園時間 8:30～16:00★宿泊者は入園料100円

0557-85-2000
全室T付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

静岡県　熱海

KKR ホテル熱海
静岡県熱海市春日町7-39

和食会席＆お肉の大満足プラン

お1人様ずつ伊勢海老・鮑・金目鯛（切身）が付く豪華プラン

熱海熱海 陶板焼きプラン陶板焼きプラン静岡県産３種肉静岡県産３種肉

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

八景島シーパラダイス（イメージ）八景島シーパラダイス（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

江ノ電　鎌倉高校前（イメージ）江ノ電　鎌倉高校前（イメージ）

葉山牛しゃぶしゃぶ
（イメージ）

葉山牛しゃぶしゃぶ
（イメージ）

1泊2食

1室2～3名

平日 土・休前日
お1人様あたりの組合員料金

12,800円 15,800円

静岡県産3種肉を使用しています
●牛（静岡県産国産牛） ●豚（静岡型銘柄ふじのくに）
●鶏（静岡県産ふじのくに いきいきどり）

1泊2食 1室1名～

平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

16,800円

19,800円

  　　伊勢海老はお造りで、鮑は
季節の野菜と一緒に陶板焼きで、
金目鯛は切り身の煮付けで、お食
事は月替わりの釜飯と伊勢海老
の味噌汁でお召し上がりください
（全8品）

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ） 大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

熱海梅園（イメージ）熱海梅園（イメージ）

思いっきりシーパラ満喫「ワンデーパス」付プランが登場!! 江ノ電１日乗車券＆おみやげ処割引券付

チケット付プランチケット付プラン 特選会席プラン特選会席プラン横浜八景島シーパラダイス横浜八景島シーパラダイス 江ノ電でめぐる早春鎌倉物語江ノ電でめぐる早春鎌倉物語

1泊2食
12/15～3/23
の平日

3/25～4/6
の平日

1室1名～
お1人様あたりの組合員料金

10,800円

14,500円

土・休前日 15,300円

逗子逗子 鎌倉鎌倉

1泊2食 1室2名～ 平日 土・休前日
12/15～2/28

3/1～4/7

お1人様あたりの組合員料金

14,230円 16,230円

14,680円 16,680円

★八景島シーパラダイス
ワンデーパス料金を含む
（2/28までは大人4,550
円相当、3/1からは大人
5,050円相当）
★中学生と65歳以上は上
記金額より1,250円引
★小学生・幼児料金は施設
へお問い合わせください

046-871-2042
KKR 逗子 松汀園
神奈川県逗子市新宿3-2-26

客室一部T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00神奈川県

逗子 0467-25-4321
KKR 鎌倉わかみや
神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00神奈川県

鎌倉

 　　  幻の牛肉といわれる『葉山牛』の
しゃぶしゃぶ
 　　  ●湘南の地酒「天青」や生ビール
などのワンドリンクサービス
●お子様には「お菓子のつかみ取り」
 　　 12/15～4/7（12/29～1/3、
1/6・7、3/24・31除く）／シングル利用、
大正館指定、昭和館トイレ付客室指定
の場合、1名様プラス1,100円／1日限
定3組

★1名様プラス1,000円でお部屋食可（和室のみ）
★未就学のお子様にご飯＆ふりかけサービス

旬の食材を使った四季彩を
食する特選会席

 　　  うれしい2大特典
●江ノ電１日乗車券「のりおりくん」付
（大人600円相当）
●ニューアル記念おみやげ処「小町」
500円割引券付（1部屋に1枚）
 　　  12/15～4/7（12/31～1/3除く）
／ 1室1名様利用はシングルルーム／
未就学のお子様は添い寝無料
★洋室のベットは全てシモンズ社製のダブルベット

●ワンデーパスは４つの水族館の入場券
＋アトラクションフリーパスのセット
●4つの水族館だけの「アクア
リゾーツパス」プランもご用意
(大人・中学生は1,700円引、65歳以上は
1,000円引）※上記特典は対象外

八景島シーパラダイス 車30分／
電車40分

幼児
添い寝無料＆
ご飯ふりかけ
サービス

幼児
添い寝無料＆
ご飯ふりかけ
サービス

江ノ電の旅
七里ガ浜→鎌倉高校前→
稲村ケ崎→極楽寺→
長谷→由比ガ浜

お子様特典付

親子で楽しむ

★車窓からの
眺めが最高です！！

敷地内から湧き出る
源泉を使用
敷地内から湧き出る
源泉を使用
★露天風呂は源泉かけ流し
★内風呂・露天風呂とも
　相模湾が一望
★サウナ・水風呂も完備

★露天風呂は源泉かけ流し
★内風呂・露天風呂とも
　相模湾が一望
★サウナ・水風呂も完備

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/atami-iseebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/post-95.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kamakura-tokusenkaiseki.html


６大特典付湯田
温泉
湯田
温泉

道後
温泉
道後
温泉

家族みんなに嬉しい
特典満載のお得なプランです

わくわくファミリープランわくわくファミリープラン

冬の定番、ふぐ会席プラン、
例年好評をいただいております

美食ふぐ会席プラン美食ふぐ会席プラン

季節の贅を集めた贅沢尽くしなプランです

長州やまぐちの長州やまぐちの
ごちそうたべんさいプランごちそうたべんさいプラン

●秋吉台自然動物公園サファリラン
ド(車40分)大迫力の猛獣たちを間近
で見れます
●市立しものせき水族館「海響館」
（車90分）関門海峡を再現した瀬戸
内海水槽で海底散策気分が味わえる

●松山城（車10分）
松山市の中心部、勝山（標高132m）に
そびえ立つ城からは絶景ポイント多数 
●道後ハイカラ通り商店街（徒歩10分）
松山銘菓の製造販売店や土産物店など
レトロで郷愁をそそる懐かしい売店や、
おしゃれなカフェなどがあります

12/15～3/31（12/31～1/2除
く）※12/22・23・29、1/6・7、2/10・
11は特別料金（施設へ要問合せ）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお
預かりします

アルカリ性単純硫黄温泉は入浴すると
肌がスベスベに♪庭園露天風呂でゆ
ったりとした時間をお愉しみください

ＫＫＲ山口朝倉温泉

泉質は、アルカリ性単純温泉で美肌の
名湯。大浴場は、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

奥道後温泉からのお湯は
質量ともに「ゆづき」の自慢です

1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

おとな Aお子様
お1人様あたりの組合員料金

12,050円

14,050円

8,430円

9,830円

Bお子様
6,020円

7,020円

 　　  夕食は月ごとに替わる会席料理
Aお子様　夕食：子ども会席　朝食：和朝食
B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

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日
お1人様あたりの組合員料金

14,800円 16,800円

083-922-3268
全室T付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

山口県　湯田温泉

KKR 山口あさくら
山口県山口市神田町2-18

089-941-2934
全室T付／チェックイン15:00　チェックアウト10:00

愛媛県　道後

KKR 道後ゆづき
愛媛県松山市岩崎町1-7-37

❶小学生未満のお子
様にお子様ランチ（夕・
朝食）を
1名様分プレゼント
❷小学生未満のお子
様にアイスクリーム券
をプレゼント
❸小学生のお子様に夕
食時、子どもビール(炭
酸飲料)を1本サービス

❹夕食時、日本酒また
はソフトドリンクを大人
お1人様1杯サービス
❺アーリーチェックイ
ン14:00
❻レイトチェックアウト
11:00

家族みんな
嬉しい特典6点

1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

お1人様あたりの組合員料金

14,000円

16,000円

　　  山口名物「瓦そば」や「国産
牛ステーキ」「鮟鱇唐揚げ」など
お肉・お魚をたっぷり取り入れた
創作会席料理
※3月から春メニューに変更になります

料理（イメージ）料理（イメージ） 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）

12/15～3/31（12/30～1/3除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

●ふぐ薄造り ●ふぐちり鍋 
●ふぐの唐揚げ ●雑炊など、
ゆづき自慢の会席をぜひご賞味ください

1名様プラス3,000円で『厳選とらふぐ会席』に変更可
●ふぐの馬関造り ●とらふぐ薄造り ●ふぐちり鍋
●ふぐの唐揚げ ●ふぐ雑炊など ★うれしいヒレ酒付♪

料理（イメージ）料理（イメージ）

松山城（イメージ）松山城（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

●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
●元乃隅稲成神社(車90分)CNN
発表「日本の最も美しい場所31選」
に選ばれた絶景パワースポット

★1月・2月利用は大人500円引、Aお子様350円引、Bお子様250円引

道後温泉に新しいスポット
飛鳥乃湯泉が
平成29年9月26日
オープン（徒歩10分）
道後温泉本館、
椿の湯と合わせて
3か所の外湯が
楽しめます 

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/yamaguchi-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/yamaguchi-gochisouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/dougo-fugukaisekiplan.html


琵琶湖琵琶湖 京都京都

奈良奈良 城崎
温泉
城崎
温泉

近江牛すき焼鍋プラン近江牛すき焼鍋プラン
皆でワイワイ！近江牛すき焼鍋プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）
朝日の見える露天風呂
（イメージ）
朝日の見える露天風呂
（イメージ）

四季会席（イメージ）四季会席（イメージ） 料理（イメージ）料理（イメージ）

かにづくし（イメージ）かにづくし（イメージ）

大和牛会席（イメージ）大和牛会席（イメージ）

077-578-2020
KKR ホテルびわこ
滋賀県大津市下阪本1-1-1

全室BT付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00滋賀県

琵琶湖 075-222-0092
KKR 京都くに荘
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

全室T付
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00京都府

京都

0742-22-5582
KKR 奈良みかさ荘
奈良県奈良市高畑大道町1224

全室BTなし
チェックイン  15:00
チェックアウト10:00奈良県

奈良 0796-32-2631
KKR 城崎 玄武
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

客室一部T付
チェックイン  14:00
チェックアウト10:00兵庫県

城崎

京会席『葵』プラン京会席『葵』プラン
厳選素材を繊細な味付けで楽しめます

1泊2食

平日

金曜日

1室2名～
お1人様あたりの組合員料金

14,250円

15,250円

土・休前日 16,750円

夕食は「日本3大名牛」の
ひとつ近江牛のすき焼
きとなります

※12/22～30、1/3～5は
別料金のため要問合せ

和室1室大人4名様以上
のご利用で鯛のうす造り
サービス
12/15～4/7
（12/31～1/2除く）／
客室定員利用
※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2名～

平日

12/16・23、
2/24・25

12/15～3/16
（下記除く）

お1人様あたりの組合員料金

17,650円 18,650円

12/28～30、
3/17～24 3/25～31

19,650円 21,650円

　　   夕食は、当館最上位
の京会席コース
伝統の技に裏付けされた
本格派京料理です
　　   12/15～3/31 ／
土・休前日利用は1名様プ
ラス2,000円／客室定員
利用 ※別途、入湯税（1泊あた
り150円）をお預かりします

JR唐崎駅無料送迎
駅到着時にお電話
ください

選べる平成会席プラン選べる平成会席プラン
平成も残すところあとわずか！！
平成でご好評をいただいた2つの会席をご用意

冬の味覚プラン冬の味覚プラン
ずわいがにと外湯めぐりで
城崎温泉を満喫！
ずわいがにと外湯めぐりで
城崎温泉を満喫！

但馬牛会席プラン但馬牛会席プラン
地元ブランドの但馬牛を
味わい尽くす特別会席プラン

1泊2食 平日

1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

13,300円

土・休前日

14,300円

　　   鎌倉時代からの銘牛
「大和牛」を使用した『大和
牛会席』又は旬の食材を使
用した『四季会席』のどちら
かをお選びください

夕食時ワンドリンク
サービス

　　   12/15～ 3/31
（12/31～1/2除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円
※ご予約はお電話にて「ワンドリン
クプラン」でお申し込みください

1泊2食8,000円～

お子様宿泊プラン
京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が
組合員限定宿泊割引券（2,000円）と併用可能
※京都・びわこ共通宿泊割引券は施設が発行します 
※詳細は直接施設にお問い合わせください

12/15チェックイン～4/8チェックアウト 第52回『京の冬の旅』
非公開文化財特別公開（1/6～3/18）
幕末・明治維新や西郷隆盛ゆかりの寺院など
15か所で、通常非公開の文化財を期間限定で
特別公開します

豪華 城崎温泉

●奈良公園（徒歩2分）
●浮見堂（徒歩7分）
●春日大社（徒歩10分）
●東大寺（徒歩15分）
●興福寺（徒歩15分）

1泊2食 1室2名～ 活けがに三昧（2/28まで） かに御膳
平日

お1人様あたりの組合員料金

29,900円 17,900円

かにづくし

15,900円

　　   ●活けがに三昧：かにすき鍋・焼きがに・
かに刺し・雑炊・茹でがに姿盛り・せこがに
★かに刺しと茹でがには活けずわいがに（タグ付）を使用
●かに御膳：かに料理の会席コース
●かにづくし：かにすき鍋・焼きがに・かに刺し・
雑炊★茹でがには1杯5,000円で追加可

人気の但馬牛をしゃぶしゃ
ぶ・ステーキ・炙り握り寿司
でご提供

12/15～ 3/31（12/29～ 1/3除く）／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）／ト
イレ付客室利用は1名様プラス1,000円 ※
12/29～1/3のご利用は施設にお問い合わせください 
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊2食 平日

1室2名～

お1人様あたりの組合員料金

14,900円

ワンドリンク
サービス付

奈良公園の鹿（イメージ）奈良公園の鹿（イメージ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/biwako-oumigyusukiyakinabe.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kyoto-aoiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/nara-kaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/09/kinosaki-fuyunomikakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kinosaki-tajimagyukaiseki.html


http://www.kkr.or.jp/hotel/list/miyanosita/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/package/


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



