


写真はすべてイメージです

北海道ならではの食材を吟味し季節に合わせた料理

四季御膳プラン北海道の旬を満喫♪

ご家族限定

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR かわゆ
チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室T付
015-483-2643

川湯温泉
北海道

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日
10月

11月・12月

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は、古くから湯治場として知られる名湯

温泉情報温泉情報 ●神秘の摩周湖（車30分）
●大パノラマが広がる天下の絶景
美幌峠（車45分）

季節の旬素材を使った
会席料理

　　10/1～12/30 ／土・休前日
利用はプラス500円／ 1室1名様
利用は10月プラス1,500円、11・
12月プラス1,000円

JR川湯温泉駅 無料送迎
（要予約）

食事

送迎

条件

料理料理

当ホテルイチオシの特別料理をお部屋出しで

海の幸御膳プラン絶品！

北海道函館市湯川町2-8-14 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて
チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室T付
0138-57-8484

函館･湯の川温泉
北海道

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日
10月

11月・12月

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

お造り、焼き物、鍋、生ウニの
お刺身など海の味覚満載
※旬の食材を仕入れるため、献立
は時季により変わります
10/1～12/29 ／土・休前日
利用は1名様プラス1,000円
／ 3日前まで要予約

食事

条件

料理料理

函館満喫 得々プラン
■1泊2食 1室2名～

※詳細は施設にお問い合せください
9,500円~11,000円

12/29
まで

開湯1900年の蔵王温泉でプチ贅沢旅行はいかがですか

白銀荘秋の特選会席プラン

山形県山形市蔵王温泉904-8 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

東京都千代田区大手町1-4-1
KKR ホテル東京

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

東京都目黒区東山1-27-15
KKR ホテル中目黒

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 ツインルームBT付
03-3713-8131

蔵王温泉
山形県

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

ビジネスプランビジネスプラン竹橋
東京都

1泊1室400円割引でお得！

お得な連泊プラン中目黒
東京都

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日
10/1～11/3、
12/16～21

11/4～12/15

■お1人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 平日・日曜・祝日
1室1名（シングル）

●紅葉の見頃（10月上旬～11月上旬）
●ぶどう狩り／ラ・フランス狩り
　（10月上旬～下旬）契約農園あり
●森の中の『大露天風呂』割引券ご用意
　（11月上旬まで）

ズワイガニの蟹すき鍋、国産牛
のステーキ、フォアグラの茶碗
蒸しの豪華食材3品を加えた会
席膳

★同料金で『蔵王牛鍋プラン』しゃぶ
しゃぶorすき焼きに変更可（要予約
2日前/2人前から/1グループ同一
メニュー）

10/1～12/21／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／ト
イレ無客室は1名様1,000円引

食事

条件

料理料理

皇居が見える朝食会場皇居が見える朝食会場

天然温泉１００％＆煌びやかな山々に包まれた静かな一軒宿

赤城山麓牛すき焼き鍋プラン大満足！

清掃なし

群馬県利根郡みなかみ町大穴859 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

水上温泉
群馬県

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平日（下記除く）

土曜日と10/14～31、
11/1・2・5～23

美味しさ＆ボリュームともに大満足の
赤城山麓牛すき焼き鍋をご用意

※10/6・7、11/3・4利用は上記平日料金に1名様
プラス2,200円

★連泊の場合、上記料金から1泊1室
400円割引（3泊ごと定価）

10/1～12/21

食事

条件 赤城山麓牛赤城山麓牛

谷川岳ロープウェイ谷川岳ロープウェイ

紅葉情報紅葉情報
●谷川岳天神平（10月初旬～中旬）
●照葉峡（10月初旬～下旬）
●ならまた湖（10月中旬～下旬）
●水明荘周辺（10月下旬～11月中旬）

メトロ竹橋駅3b出口直結

ミネラルウォーター 1本プレゼント特典

■お1人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室2名～
平日

日・祝日 　　1室2名様の場合、お1人様プラス
1,500円で皇居側デラックスツインに変
更可／1室3名様の場合、1室2名様料金
で皇居側のデラックスツイン

条件

　　●12歳以下のお子様添い寝無料
※4歳～12歳のお子様の朝食代別途700円
●駐車場無料（チェックイン日6：00～翌22：00）

特典

ファミリープランファミリープラン
食事

条件

和洋朝食バイキング
（AM6:30～AM9:00）
10/1～12/30（土・休前日除く）

1日限定10室条件

ミネラル
ウォーター
ミネラル
ウォーター

※施設公式HPにご案内あり又はお電話ください

シャトルバス運行
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

■お1人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付 全日

1室1名（シングル風呂なし）

1室1名（シングル風呂あり）

1室2・3名（ツイン風呂あり）

●渋谷（電車4分）
●新宿三丁目（電車12分）
●上野動物園（電車33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（7:00～9:00）

　　10/1～12/21／3泊ごとに清掃が入るため
定価／割引日はタオル交換のみ／1日限定10室／
3日前までの電話予約限定（宿泊日以降変更不可）

食事

条件

共同浴室共同浴室

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kawayu-shikigozen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/post-99.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/hakodate-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/zao-tokusenkaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/minakami-syabusyabunabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/nakameguro-renpakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/tokyo-businessplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/tokyo-familyplan.html


写真はすべてイメージです

シェフおすすめコースと横浜のイルミネーションをご満喫ください

カジュアルフレンチディナー付プラン横浜発！

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

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
045-621-9684

神奈川県 横浜

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～

平日

土・休前日 12,800円
11,300円

●鮮魚のプティオードブル ●牛フィ
レ肉のグリエ ●パティシエからの一
皿･･･など

10/1～12/21（10/6・7、11/23・
24除く）／海側和室／山側和室利
用、1室3・4名利用は割引あり／洋室
利用は要問合せ／3日前まで要予約

モーニングコーヒーをサービス

食事

特典

条件

夜景夜景

【10月】中華街「国慶節」「雙十節」／　
馬車道「馬車道まつり」

【11月】中華街「美食節」
【12月】山手西洋館「世界のクリスマス」

／赤レンガ倉庫「アートリンクヨ
コハマ」

ノスタルジック横須賀へショートトリップ

軍港めぐり＆葉山牛を楽しむ贅沢プランYOKOSUKA

神奈川県逗子市新宿3-2-26
KKR 逗子 松汀園

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部T付
046-871-2042

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～

平日

土・休前日 13,380円
11,380円

地産ブランドの葉山牛（しゃぶ
しゃぶ・陶板焼きから選択）の
ほか、松汀園名物の豪快舟盛
や海の幸がずら～り

10/1～12/20（10/6・7、11/3・23・24除く）／
1室1名様利用、大正館利用、昭和館トイレ付客室
利用はプラス1,100円

夕食時に地酒「天青」や
生ビールなどのワンドリンク付

食事

特典

条件

神奈川県 湘南･逗子海岸

長谷寺のライトアップされた紅葉が幻想的（11月下旬～12月上旬）

長谷寺・秋旅プラン拝観券付

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
KKR 鎌倉わかみや

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
0467-25-4321

神奈川県 鎌倉

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～

平日

土・休前日 15,300円
14,500円

　　旬の食材を使った特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可（和
室限定） ★1名様プラス2,000円でメインが選べ
るグルメ会席（金目鯛のしゃぶしゃぶ/黒毛和牛の
すき焼き、しゃぶしゃぶ又はステーキ/相模三元豚
のしゃぶしゃぶ）に変更可

10/1～12/8
長谷寺拝観券（大人300円相当）付

　食事

特典

条件

長谷寺 夜間特別拝観長谷寺 夜間特別拝観

★大人1,400円相当のYOKOSUKA
軍港めぐり乗船チケット付

YOKOSUKA
軍港めぐり
毎日違う港の光景を間近
に眺めながらのクルージ
ングは横須賀ならでは！
艦船の種類や名前、役割
など詳しい生解説がおも
しろい（1周約45分）

電車で

10分

軍港めぐり軍港めぐり

葉山牛葉山牛

実りの秋♪ごちそうの秋♪松茸と国産和牛の豪華競演

松茸の釜飯と土瓶蒸し＆国産和牛ステーキプラン

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
KKR 江ノ島ニュー向洋

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

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 平日

1室2名～ 11,850円
土・休前日

13,850円

とびきりの和風会席コース●松茸の釜飯と土
瓶蒸し ●A4国産和牛ステーキ ●お刺身ほか
★小学生の「お子様定食」はメインを選べます（要予約）
★幼児のお子様は「ランチプレート」
※松茸は外国産です

10/1～11/30（10/20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／バス・トイレ付客室は大人1名様プ
ラス1,000円／3日前までの電話予約限定

車、荷物等朝から
預かり可

食事
特典

条件

神奈川県 湘南･片瀬海岸

松茸と国産和牛松茸と国産和牛紅葉狩りウォークプラン
■1泊2食 1室2名～
平日

★歩数計＆スポーツドリンクプレゼント

11,800円
土・休前日15,300円

12/5
～28

湘湘湘南湘南南南南 片片片片瀬片瀬瀬海瀬瀬海海海海岸岸岸岸岸岸岸岸岸神神神神神奈神神神奈神奈奈川奈奈川奈川川県川川川川県川県県県県県 湘湘県 湘湘県 湘湘湘南湘南湘南湘南南南南南･片･片･片･片片瀬瀬片瀬片瀬片片片片片片片瀬片瀬海瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬海海海海瀬海瀬瀬海海海海海瀬瀬瀬海海海岸海海海海海岸岸岸岸岸海岸岸海岸岸海岸海岸海岸岸岸岸岸岸岸海岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸神神神神奈神奈奈川奈川川県川県県県県 湘湘湘湘南湘南南 片南 片片片片片片片片

●江ノ島駅～鎌倉駅
　（江ノ電25分）
●江ノ島駅～長谷駅
　（江ノ電20分）

お子様
（小学生） 全日

（3歳から） 全日
6,150円
5,650円

紅葉情報紅葉情報

旬な宿プチ特別料金

●長谷寺 ●円覚寺
●東慶寺 ●建長寺

鎌神奈川県鎌鎌倉市由比ガ浜4-6-13 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23瀬瀬瀬海海岸1岸1-7--7-2322232333神神神奈神奈神奈神奈奈川県川奈川県川県藤県藤県藤県藤藤沢藤沢藤藤藤沢藤沢沢市片市沢市片市片瀬片瀬片瀬片瀬瀬海海瀬海瀬海海岸1岸海岸1岸1-7--71 7-2323神神奈神奈奈川川 チ ックイ

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kamakura-momijigariwalk.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kamakura-akitabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/enoshima-mikakunoaki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/zushi-cruiseplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/yokohama-casualfranchplan.html


紅葉情報紅葉情報 紅葉情報紅葉情報

紅葉情報紅葉情報

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 宮の下
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0460-87-2350

素材の旨みが凝縮された10～12月の期間限定グルメ

秋のグルメプラン金目鯛
松茸入り

写真はすべてイメージです

箱根・木賀温泉
神奈川県神奈川県

静岡県熱海市春日町7-39 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

和食会席＆お肉の満足プラン

鉄板焼きプラン静岡県産
３種肉

伊豆・熱海温泉
静岡県静岡県

●小坂みかん園みかん狩り
（入園料400円／車5分）
●三島スカイウォークから
富士山と駿河湾の眺望
（入場料1,000円／車30分）

静岡県伊豆の国市古奈82 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 伊豆長岡 千歳荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
055-948-0010

新プラン！ 肉汁を閉じ込めて柔らかジューシー

ローストビーフプランお肉を食べよう！
伊豆長岡温泉
静岡県静岡県

「静岡県産牛」をローストビーフで！
千歳荘の新たな一品
★お子様は「お子様会席」
10/1～12/28

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 11,400円
9,900円

お子様（小学生まで）全日5,400円

木賀会席プラン
■1泊2食 1室2名～

※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ
9,950円~13,450円

12/28
まで

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日

10月・11月

12月 11,950円
12,950円

　　創作会席料理と金目鯛の骨で取っ
たコク深いスープに金目鯛や松茸・具
だくさんの秋野菜の鍋

　　10/1～12/28（10/6・7、11/23・
24、12/22・23除く）／土・休前日利用
は1名様プラス10月1,500円、11月
2,500円、12月2,200円／1名様プラ
ス5,000円で「半露天風呂付特別室」へ
変更可（2名様から）

食事
条件

料理料理
※12/2・24～28は1名様プラス700円

　　箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（14:30～18:00）
送迎

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン
■1泊2食　1室1名～
平日

※除外日あり、詳しくは施設に要問合せ

16,800円
土・休前日19,800円

12/28
まで

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2・3名

平日

土・休前日 15,800円
12,800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） 　　10/1～12/28（10/6・7、11/23・

24、12/9・16・22・23除く）／1室4名
様以上利用はお1人様1,000円引

食事

条件

料理料理

熱海梅園
もみじまつり
（11/17～12/9
／車10分）

三島スカイウォーク三島スカイウォーク
貸切風呂はバリアフリー対応
（かけ流しの温泉です）

温泉情報温泉情報

料理料理

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 湯沢ゆきぐに
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
025-784-3424

魚沼産コシヒカリつかみどり付

松茸入り釜めしと土瓶蒸しプラン
越後湯沢温泉
新潟県新潟県

秋の味覚「松茸」と新米の「魚沼産
コシヒカリ」を釜めしで
10/8～12/20 ／土・休前日利用は
1名様プラス1,000円（大人のみ）
★12/1～20は『きのこたっぷりちゃんこ
鍋プラン』に変更となります

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 10,300円
9,300円

ロープウェイと紅葉ロープウェイと紅葉

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）
●沼津港（車10分）昼食におすすめ！
●沼津深海水族館（沼津港飲食店街隣接）
●三島スカイウォーク（車20分）日本最長の
　歩行者用吊橋

静岡県沼津市志下192 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 沼津はまゆう
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
055-931-0592

金目鯛といったらやっぱり煮付け！

金目鯛の煮付プラン丸ごと1匹！
沼津
静岡県静岡県

高級魚“金目鯛”の煮付けをメイン
としたプラン！
料理長秘伝の濃厚で甘辛
い熟成タレをたっぷり絡
ませてどうぞ
10/1～12/21／1室1名
様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 13,850円
11,350円

料理料理

※10/6・7、11/23・24利用は土・休前日料金に
1名様プラス1,000円

秋の味覚

※10/8～10/19利用は1名様プラス2,000円
※10/20～11/10利用は1名様プラス3,000円
※11/11～24利用は1名様プラス1,000円

紅葉狩りおすすめコース
●苗場ドラゴンドラ（10/6～11/11）
●湯沢高原ロープウェイ（11/11まで）※詳しくは施設へお問い合わせください

ワンちゃん
同宿プランあります

●魚沼産コシヒカリつかみどり
●ソフトドリンク飲み放題

特典

新潟県妙高市関川2275 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 妙高高原 白樺荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
0255-86-2113

美景・美味・美湯の妙高をお得な価格で満喫

お手軽リゾートプラン
池の平温泉
新潟県新潟県

信越の食材を使用した月替わりの
会席膳

食事

10/1～11/24 ／バス・トイレ付
客室利用は1名様プラス1,000円

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 8,700円
7,700円

料理料理

妙高山が映るいもり池まで徒歩5分妙高山が映るいもり池まで徒歩5分

●苗名滝（車10分）
●杉ノ原ゴンドラ紅葉営業（11/4まで）
●妙高高原スカイケーブル（11/4まで）

　　●滞在中ソフトドリンク無料飲み放題
●日本酒・生ビール・ワイン飲み放題
1,500円→1,200円（60分ラストオーダー）

特典

妙高高原駅 無料送迎
15:00～16:00（前日まで要予約）

送迎

●仙石原のススキ群（11月上旬まで
／バス20分） ●KKR宮の下の紅葉
（11月中旬～12月初旬）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/miyanoshita-gourmetplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/miyanoshita-kigakaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/atami-iseebiawabikinmedai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/numazu-kinmedai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/izunagaoka-roastbeefplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/yuzawa-matsutakeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/myoko-resort.html


紅葉情報紅葉情報

紅葉情報紅葉情報

紅葉情報紅葉情報

料理料理

上諏訪温泉
長野県

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

写真はすべてイメージです写真はすべてイメージです

館内は心地よい畳敷き＆かけ流し温泉の宿

牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン

　　長野県産牛のヒレステーキ
＆リブロース食べ放題の和風会
席コース
★ハーフバイキング＆ソフトドリ
ンクバー全10種類付
　　10/1～12/30／1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

食事

条件

富士御膳プラン
■1泊2食
平日 9,450円
土・休前日10,500円

12/30
まで

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日
土・休前日

（10月・11月） 11,100円
9,800円

長野県産

★12月の土・休前日と12/28・30は
上記土・休前日料金から300円引

●諏訪湖（徒歩1分）●諏訪大社（車20分）

●ロビーに無料ソフトドリンクバー
●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・絵本コーナー
●無料ランドリー

料理料理

料理料理

甲府
山梨県

山梨県甲府市塩部3-6-10
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 甲府ニュー芙蓉
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
055-252-1327

甲斐の山々は錦織りなす秋色となります

山梨ロマン街道プラン

地元ブランド「甲州牛」と地元の
食材を生かした『四季彩膳』
10/1～12/30／1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月利用は1名様500円引

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 11,500円
10,450円

●芸術の森公園（10月中旬～11月下旬／車10分）
●昇仙峡（10月中旬～11月下旬／車30分）
●西沢渓谷（10月中旬～11月上旬／車50分）
●身延山（10月中旬～11月中旬／車60分） ★12月利用は1名様500円引

富士山と紅葉富士山と紅葉

平湯温泉
岐阜県

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 平湯たから荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0578-89-2626

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付

奥飛騨和会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 13,200円
12,200円

下呂温泉
岐阜県

岐阜県下呂市森1209
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 下呂しらさぎ
チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0576-25-5505

また逢いたくなる忘れられない味

飛騨牛ひつまぶし会席

飛騨牛をひつまぶし風にお召し
上がりいただく新しい会席料理

～12/28／土・休前日利用は1名
様プラス1,000円／リビング付
ツインルームは別料金

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～ 平日

10月まで 14,500円
11月・12月 14,700円

●上高地の紅葉
　（10月中旬頃） 
●新穂高ロープウェイ
　（10月中旬～下旬）

料理料理

最高級A5等級飛騨牛1品付、奥飛騨なら
ではのグルメ和会席コース

10/1～12/28

食事

条件

平湯温泉バスターミナル 無料送迎（要予約）送迎

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)送迎

なごみ

温泉情報温泉情報

兼六園兼六園

金沢
石川県

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル金沢

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
076-264-3261

秋の見ごろを迎える兼六園を散策しませんか

秋の兼六園散策プラン

朝食は金沢カレーを含む和洋
のブッフェ
10/1～12/28（10/6・7・
27、11/23・24除く）

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室1～3名

平日

土・休前日 8,900円
7,900円

●兼六園秋のライトアップ（徒歩8分）
●寺島蔵人邸のドウダンツツジ（ホテル側）

温泉情報温泉情報

とびっきり

●下呂温泉合掌村（徒歩3分）入館料
　800円→700円フロントにてご用意
●いでゆ朝市（12/2まで、徒歩3分）
●飛騨小坂の滝めぐり（車40分）

入園券付

★12/1～28利用はお1人様1,000円引
★兼六園入園券（310円相当）付

のどぐろ付夕食プラン
石川名物

■1泊2食　1室1～3名

※10/6・7・27、11/23・24除く
13,100円~15,100円

12/28
まで

●近江町市場（徒歩5分）
　11/8「カニ漁」解禁！

ツインルームツインルーム

名古屋
愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
KKR ホテル名古屋

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
052-201-3326

10/28で全客室リニューアル1周年！ 全室シモンズベッド

四季会席プラン

旬の食材を使用した「四季会席」

10/1～12/28／3日前まで要
予約／チェックインは19時まで

食事

条件

1名様プラス4,000円で季節の釜めし
と飛騨牛ステーキ追加 ●松茸釜めし
(10月) ●鮭・イクラ釜めし(11月) ●蟹
釜めし(12月)

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平日

土・休前日 12,800円
11,800円

●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●名古屋港水族館（車30分）
●リニア鉄道館（車40分）

さわやか朝食付プラン
■1泊朝食付 1室1名～
平日

6,800円
土・休前日

8,300円
12/28
まで

お子様（小学生まで）全日7,000円

源泉かけ流し露天風呂
ご入浴は15時～翌朝10時
まで一晩中ＯＫ ★露天風呂か
ら見上げる星空はとても綺麗です

日本三名泉　下呂温泉
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！

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/suwako-beeftabehoudai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kofu-romanticroad.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/kofu-fujigozan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/gero-hitsumabushi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/06/hirayu-nagomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kanazawa-kenrokuen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/nagoya-shikikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kanazawa-nodoguro.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/nagoya-breakfast.html
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鳥羽
三重県 三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」

美し国プラン開設50周年謝恩企画

三重県鳥羽市安楽島町1075 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鳥羽いそぶえ荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
0599-25-3226

写真はすべてイメージです

伊勢海老伊勢海老

うま

贅沢な三重県3大食材と地元食
材を使用した会席料理
●伊勢海老の姿づくり（2名様
で1尾） ●鮑の柔らか陶板焼き
●松阪牛の陶板焼き

食事

10/1～12/30 ／トイレなし6
畳／トイレ付客室利用は大人1
名様プラス1,000円／バス・ト
イレ付客室利用は大人1名様プ
ラス2,000円

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

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日と
12/22～30 16,350円

14,850円

送迎

●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

琵琶湖
滋賀県 3種類の会席で、食欲の秋を満喫！

秋の味覚会席宿泊プラン

滋賀県大津市下阪本1-1-1 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテルびわこ
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
077-578-2020

宝楽会席宝楽会席食事

10/1～12/28（10/6～8、11/3
～27、12/24～27は別料金のた
め要問合せ）／客室定員利用

JR唐崎駅無料送迎　
駅到着時にお電話ください

和室1室4名以上利用で鯛のうす
造りサービス

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

日～木曜

土・休前日 16,750円

14,250円
金曜日 15,750円

送迎

奈良
奈良県

日本庭園を眺めながら会席をご堪能ください

大和牛会席プラン

奈良県奈良市高畑大道町1224
KKR 奈良みかさ荘

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BTなし
0742-22-5582

料理料理大和牛ステーキをメインとした
会席料理　★朝食には大和名物
「茶がゆ」（白ごはんに変更可）

食事

10/1～12/28条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平日

（下記除く）
土・休前日
（下記除く） 14,300円
10/19～11/30 15,300円

13,300円

●志賀直哉旧居（徒歩3分） ●新薬師寺（徒
歩10分） ●東大寺（徒歩15分） ●春日大社
（ささやきの小路から徒歩15分）

●京都御所／鴨川（徒歩5分）
●下鴨神社（電車orバス8分／
　車5分／徒歩20分）
●平安神宮（電車orバス15分／
　車8分／徒歩20分）
●二条城（電車orバス20分／
　車10分／徒歩35分）
●清水寺（電車orバス35分／
　車20分）
●銀閣寺（電車orバス25分／
　車15分）

奈良公園まで徒歩2分奈良公園まで徒歩2分

3種類の会席からお選びください
●宝楽会席：近江牛朴葉味噌焼、
土瓶蒸し ●秋彩会席：秋鰤と蟹の
吹寄せ ●秋風会席：ロブスターと
甘鯛酒蒸し焼

特典

紅葉ライトアップ
（11月中旬～下旬予定）
●日吉大社　●西教寺

京都
京都府 秋の味覚の王様「松茸」を堪能する

松茸会席プラン

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 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 京都くに荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
075-222-0092

料理料理

食事

10/1～11/9／土・休前日利用は1名
様プラス2,000円／客室定員利用

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～ 平日

10/1～10/5 15,650円
10/6～11/9 17,650円

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日 10,400円
土・休前日 12,400円

松茸土瓶蒸し、松茸和牛すき焼き
などの松茸会席 ※松茸は外国産です

天然温泉の大浴場＆露天風呂
美肌の湯として名高い熱海より新鮮な
温泉を直送

温泉情報温泉情報

梅田
大阪府

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

10.11.12秋冬プラン

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル梅田

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
06-6362-6800

　　　　 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）

オプション

　　10/1～12/31／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）

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊素泊まり
シングル
1室1名
セミダブル
1室2名

クイーンダブル
1室2名
ツイン
1室2名

平日・日曜

5,000円
7,500円

7,000円
6,500円

土曜と12/23

6,000円
10,000円

8,500円
8,000円

10/6・7、11/23・24、12/31

7,000円
12,100円

9,500円
9,000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）

森之宮
大阪府

大好評！ 大阪城を目の前に豪華な気分で夕食を

2食付プラン秋満喫

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
KKR ホテル大阪

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
06-6941-1122

季節御膳季節御膳
「季節御膳」又は「洋食セットメニュ
ー」から選べます
★1名様プラス2,000円で「本格四季会
席」又は「洋食フルコース」に変更可
※和食は前日まで、洋食は3日前までの
要予約

食事

10/1～12/30（10/6、11/24、
12/21～25除く）／シングル利用
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／リニュ
ーアル前の客室は1名様1,000円引

条件

●USJ・海遊館（電車30分）
●万博記念公園・太陽の塔（電車60分）

組合員
限定
組合員
限定

健康一番朝食付プラン
■1室2名～
平日7,500円 土・休前日 9,500円

12/30
まで

リニューアル
客室に泊まる

客室客室

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/toba-umashikuniplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/naga-gyukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kyoto-matsutakekaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/biwako-mikakukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/umeda-akifuyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/osaka-akimankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/post-100.html


紅葉情報紅葉情報

紀州名物 高級魚『クエ』をご堪能いただけます

３種のクエ料理お試しプラン

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

白浜温泉
和歌山県

写真はすべてイメージです

3種のクエ料理（薄造り・唐揚げ・小鍋）
付の会席料理
★お子様はお子様定食

食事

10/1～12/28 ／ 1室1名様利
用はプラス1,000円（平日のみ
利用可）／トイレ無客室利用は
1名様1,000円引

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 13,800円
12,800円

アドベンチャーワールド（車15分）

お子様（小学生まで）全日6,300円
料理料理

アドベンチャーワールドアドベンチャーワールド

ふぐをとことん味わう本場山口で食す！！

ふくフルコースプラン

山口県山口市神田町2-18 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 山口あさくら
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
083-922-3268

湯田温泉
山口県

ふく刺し・鉄皮、ふく唐揚げ、ふくヒレ
酒、ふくちり・雑炊のふぐフルコース

食事

10/1～12/28（10/6・7、11/3・23・
24、12/22・23利用は特別料金のた
め要問合せ）／3日前まで要予約

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 20,350円
18,350円

※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

冬の味覚プラン

兵庫県豊岡市城崎町湯島75 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 城崎 玄武
チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 客室一部T付
0796-32-2631

城崎温泉
兵庫県

●活けがに三昧（かにすき・焼きがに・
かに刺し・茹でがに・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（かにの会席コース）
●かにづくし（かにすき・焼がに・かに
刺し・茹でがに）

食事

11/6～12/28（活けがには11/19
～）／土・休前日利用はプラス1,000
円／1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）／1名様プラス
1,000円でトイレ付客室に変更可

条件

城崎7つの外湯の無料券
プレゼント

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日（トイレなし和室）
活けがに三昧
（11/19～）

かに御膳 17,900円
かにづくし 15,900円

29,900円

かにづくしかにづくし

城崎温泉

特典

但馬牛会席プラン
■1泊2食 1室2名様～

13,900円~15,900円

10/1～
12/28

日本の自然百選「長門峡」の紅葉
（10月下旬～11月中旬）
約5.3㎞の遊歩道沿いに散策できます（車40分） 庭園露天風呂庭園露天風呂

1日の始まりは美味しい朝食で！

健やか朝食付プラン

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
KKR ホテル博多

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
092-521-1361

博多
福岡県

フレッシュな野菜が自慢の和・洋
バイキングのご朝食

食事

10/1～12/30 ／和室・デラック
スツインルーム利用は1名様プラ
ス1,000円／ 1日限定3室

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室2名～

平日

土・休前日 8,800円
6,700円

朝食朝食

外観外観

冬の定番、例年好評をいただいております

美食ふぐ会席プラン

愛媛県松山市岩崎町1-7-37 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

松山・道後温泉
愛媛県

ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ唐揚げ
等のふぐ会席 季節の食材「ふぐ」を
調理長が丹念に調理します

食事

10/1～12/28 ／ 1室1名様利用は
プラス1,000円

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日 17,300円
15,300円

※写真のふぐ刺しは3人前です※写真のふぐ刺しは3人前です

1名様プラス3,000円で
『厳選とらふぐ会席』に変更可

●道後温泉3つの外湯「道後温泉本館」
　「椿の湯」「飛鳥の湯」（徒歩10分）
●日本100名城「松山城」（電車20分） 露天風呂露天風呂

●博多（車15分）　●天神（車10分）

滞在中駐車場料金無料特典

客室や食事会場から「熊本城」大天守復元（しゃちほこ完成）を
ご覧いただけます

朝食付がまだすプラン

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
KKR ホテル熊本

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
096-355-0121

熊本
熊本県

食事

条件

■お1人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室2名～

平日

土・休前日 8,400円
7,400円

朝食朝食

●熊本城界隈：「二の丸」紅葉や城郭主要24
か所に案内板設置（徒歩圏内）
●水前寺公園：阿蘇山からの伏流水の回遊式
庭園（車15分、バス/市電あり）
●九州産交バス(株)の日帰りバス旅：お1人様
3,000円～ご案内できます（前日18時まで）
※手配・媒介・取次をするものではありません

特典

※熊本弁でがんばるの意味

　　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　

　　10/1～12/30／1室1名様
利用はプラス200円（シングル）
／1名様プラス1,000円でお城
側のお部屋に変更可（2名様か
ら）／電話予約限定

　　●「くまもん」ミネラルウォ
ーター付（お1人様1本）
●滞在中駐車場料金無料

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/shirahama-kueplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kinosaki-fuyunomikaku.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kinosaki-tajimagyukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/dougo-fugukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/yamaguchi-fukufull.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/hakata-breakfast.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/20160317-kumamotojyoplan.html


出張に
最適！

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

●掲載以外にも多くの宿泊プランをご用意しております。
●掲載以外のプランや期間は、ホームページをご覧いただくか、　
　各施設へお問い合わせください。
●天候や入荷状況により一部メニューが変更となる場合 があります。

●「平日」は日～金曜日を、「土・休前日」は土曜と祝日の前日を指します。
●送迎について：送迎は各施設に記載してある最寄駅への送迎のみを行います。観光地・農園などへの送迎は行えません。
●プランについて：交通機関（運送）をセットにしたプランはありません。
　観光タクシーなどは、オプションとしてご案内するもので手配・媒介・取次をするものではありません。
●お子様料金は小学生以下が対象となります。
●B :客室内バス（お風呂）　T :客室内トイレ

2018旬

組合員価格から最　  万円割引！ら最 万円割
（80名様以上）

組合員価格から最大20万円割引！
ご優待キャンペーン中

kkr ホテルズ

●くわしくは各施設のホームページをご覧ください

KKR ホテルブライダルはこちらKKR ホテルブライダルはこちら

kkr ホテルズ

秋

以外のプランや期間は、ホームページをご覧いただくか、
設へお問い合わせください。
入荷状況により一部メニューが変更となる場がが 合 が合 あります。

～平成31年３/31帰着除外日あり～平成31札幌・仙台・広島での
ご宿泊は特約施設で
下記３施設と利用契約を締結。組合員・OBの方は
一般の方よりもお得な料金でご利用可能です

北海道市町村職員共済組合

☎011-330-2531

日本私立学校振興・共済事業団

☎ 022-299-6211

日本私立学校振興・共済事業団

☎ 082-262-1122

■チェックイン時に必ず共済組合員証等をご提示
ください。■夏と冬に発行予定の KKR 宿泊割引券
(2,000円 )が使用いただけます。■各省庁発行の補
助券・利用券等は使用できません。■KKR ポイン
トカードへのポイント付与・交換はできません。

http://www.polestar-sapporo.com/

http://www.hotelgp-hiroshima.com/http://www.hotelgp-sendai.com/ http://www.kkr.or.jp/hotel/package/

★全国の日本旅行
取扱い旅行代理店
でご予約いただけ
ます
　詳しくは
ホームページを
ご覧ください

ホテル宿泊料 1泊食事なし ＋

往復航空・JR券
がセットで便利

KKR会員証＋クレジットカード＝便利KKR会員証＋クレジットカード＝便利

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

kkrカード

●KKRメンバーズカードはクレジット機能付きのため、カード会社所定の審査があります。
ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
ありま

入会申込書のご請求はWEBから

■クレジットカード付帯特典
・国内主要空港ラウンジ利用が無料
・海外旅行傷害保険が自動付帯
・ＥＴＣカードが年会費無料

■KKRオリジナル特典
・引越サービス割引
・レンタカー割引
・スポーツクラブ利用割引
・美術館の入館料割引など ●KKRメンバーズカードはクレジット機能付きのため、カー

ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承く

http://www.kkr.oor.jp/hotel/member
入会申込書のご

特典

割引
引など

●入会金・年会費無料
●退職後もそのまま使える

●オリジナル特典も付帯

kkrカード

ホテル  ポールスター札幌ホテル  ポールスター札幌

■JR広島駅新幹線口から徒歩５分
広島市東区光町 1-15-21

■JR仙台駅東口から徒歩３分
仙台市宮城野区榴岡 4-1-5

■JR札幌駅南口から徒歩５分
札幌市中央区北4条西6丁目

■JR広島駅新幹線口から徒歩５分
広島市東区光町 1-15-21

仙台ガーデンパレス仙台ガーデンパレス 広島ガーデンパレス

■広島ガーデンパレスのご予約はお電話で承ります。

有効期限：2019年３月末日申し込み分まで

旅行
理店
だけ

R券
で便利便利

ご優待カードを切り取り（コピー可）お気軽にご見学・ご相談にお越しください。

■JR仙台駅東口から徒歩３分
仙台市宮城野区榴岡 4-1-5

■JR札幌駅南口から徒歩５分
札幌市中央区北4条西6丁目

http://www.hotelgp-sendai.com/
http://www.polestar-sapporo.com/
http://www.hotelgp-hiroshima.com/
http://www.kkr.or.jp/hotel/package/
http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
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