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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

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

全室Ｔ付
【最寄駅】ＪＲ：函館

１泊２食付のお得なプランをご用意

はこだて満喫 得々プラン

函館山夜景（イメージ）

お部屋食開設６０周年感謝プラン
ＫＫＲはこだては今年開設６０周年を迎えます！
これまでのご愛顧に感謝をこめた記念プランです

北海道
函館・湯の川温泉

日替わりの和食会席

旬の食材を使った和食会席
料理をゆったりお部屋食でご用意

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～　

11,200円
12,200円土・休前日

平日

12/15～3/31（12/30～1/3除く）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預か
りします

函館夜景観光バス
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

●はこだてクリスマスファンタジー（１２月）
●はこだてイルミネーション（１２月～２月）
●函館海上冬花火（２月）

ワンドリンク
サービス
ワンドリンク
サービス

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室１名～　 9,500円 10,500円
土・休前日平日

夕食時、生ビール又は
ソフトドリンクをサービス

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

０１５‐４８３‐２６４３

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:川湯温泉

北の名湯！源泉１００％かけ流し温泉

得々プラン

和の味覚会席膳プラン

●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）

料理（イメージ）

お得に宿泊！

若き料理長が考案したお料理の数々をお楽しみください♪

旬の食材を
使用した和食膳

旬の味覚を十二分に
お楽しみください

１泊２食 １室２名～

9,830円平日

10,330円土・休前日

■お１人様あたりの組合員料金

１泊２食 土・休前日平日

5,830円 6,330円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

12/15～4/30（12/31～1/3
除く）／ 1室1名様利用は1泊につき
プ ラ ス1,000円 ／ 1名 様 プ ラ ス
1,000円で特別室に変更可
※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）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

北
海
道
・
東
北

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

全室Ｔ付
【最寄駅】ＪＲ：函館

１泊２食付のお得なプランをご用意

はこだて満喫 得々プラン

函館山夜景（イメージ）

お部屋食開設６０周年感謝プラン
ＫＫＲはこだては今年開設６０周年を迎えます！
これまでのご愛顧に感謝をこめた記念プランです

北海道
函館・湯の川温泉

日替わりの和食会席

旬の食材を使った和食会席
料理をゆったりお部屋食でご用意

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～　

11,200円
12,200円土・休前日

平日

12/15～3/31（12/30～1/3除く）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預か
りします

函館夜景観光バス
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

●はこだてクリスマスファンタジー（１２月）
●はこだてイルミネーション（１２月～２月）
●函館海上冬花火（２月）

ワンドリンク
サービス
ワンドリンク
サービス

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室１名～　 9,500円 10,500円
土・休前日平日

夕食時、生ビール又は
ソフトドリンクをサービス

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

０１５‐４８３‐２６４３

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:川湯温泉

北の名湯！源泉１００％かけ流し温泉

得々プラン

和の味覚会席膳プラン

●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）

料理（イメージ）

お得に宿泊！

若き料理長が考案したお料理の数々をお楽しみください♪

旬の食材を
使用した和食膳

旬の味覚を十二分に
お楽しみください

１泊２食 １室２名～

9,830円平日

10,330円土・休前日

■お１人様あたりの組合員料金

１泊２食 土・休前日平日

5,830円 6,330円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

12/15～4/30（12/31～1/3
除く）／ 1室1名様利用は1泊につき
プ ラ ス1,000円 ／ 1名 様 プ ラ ス
1,000円で特別室に変更可
※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）

KKR ホテル札幌
北海道札幌市中央区北四条西５‐１

０１１‐２３１‐６７１１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室BT付
【最寄駅】JR:札幌

２泊以上でお得にステイ!!

冬の連泊プラン

大通り公園（イメージ）

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

カジュアルプラン
朝食の付いたお得なプラン

北海道
札幌

●道庁旧庁舎赤レンガ庭園
（徒歩１分）
●札幌時計台（徒歩１０分）
●大通り公園（徒歩１０分）
●小樽（電車４５分）

北海道庁赤レンガ庭園を
望める会場でご朝食

１名様プラス２，０００円でスー
ペリアツインに変更可（１室２名
様以上）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊朝食付 １室２名～

4,400円
5,400円土・休前日

平日

3/30（12/29～1/3、
2/4～12除く）／1室1名様利用
はプラス1,400円／1日限定5室

KKRホテル札幌は平成30年3月末日より休館いたします

※土・休前日利用は１名様プラス１，０００円

１泊朝食付 １室２名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

4,400円 3,900円 3,400円平日

■お１人様あたりの組合員料金

仙台駅東口から
徒歩３分♪

☎

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00

全室BT付
【最寄駅】JR:仙台

国産牛ステーキ付

仙台市宮城野区榴岡４‐１‐５ ０２２-２９９-６２１１
共済メンバーだけの特別提供価格
贅沢に国産牛を使用したステーキ付プラン
お電話での
ご予約限定 １泊２食プラン
■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室１名～ 7,700円 11,300円
土・休前日平日

国産牛を使用したステーキ
が食べられるご夕食と大好
評の地域食材を取り入れた
朝食バイキング

１２/１５～３/３１
（１２/２９～１/３除く）

ご予約の際は「国家公務員の年金受給者です」と必ずお伝えください
※仙台ガーデンパレスは日本私立学校振興・共済事業団が運営する宿泊施設です
※KKRポイントカードへのポイント付与・ポイント交換はできません
※特別宿泊割引券（プレミアムクーポン）、平日特別宿泊割引券は使用できません

ステーキ（イメージ）ステーキ（イメージ）

外観外観朝食朝食

●定禅寺通り　●青葉城跡　●瑞鳳殿　●松島（車約50分）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

東
北

関
東

東京都
竹橋

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町１‐４‐１

０３‐３２８７‐２９２１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】東京メトロ：竹橋

アクセス至便のKKRホテル東京で
東京滞在をお楽しみください

東京グルメプラン
料理（イメージ）料理（イメージ）

３泊４日以上ならお得！ロングステイプラン

２食付の充実したプランをご用意

東京軍鶏の一人鍋や穴子の天婦羅、
江戸前寿司など東京ならではの食材
を贅沢に使った会席コース

■お１人様あたりの組合員料金
素泊まり３泊４日 全日

１室２・３名

１室１名

～3/31（12/31～1/3
除く）／ツイン1室2名様の場合
1名様プラス1,500円で皇居側
のデラックスツインへ変更可／
1室3名様の場合は皇居側のデ
ラックスツイン

１日限定２０室／３泊から利用可

１日限定１０組

１３時チェックイン可（通常１５時）

駐車料金無料
（6:00～翌22:00）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 全日

１室２・３名

１室１名

地下鉄直結のホテル入口
（イメージ）

地下鉄直結のホテル入口
（イメージ）

１名様プラス１，４００円で和洋
バイキングのご朝食（６：３０～９：００）

26,400円（延泊8,800円）
22,200円（延泊7,400円）

15,600円
14,600円

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

０２３‐６９４‐９１８７
チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

客室一部BT付【最寄駅】JR:山形

冬の蔵王温泉、開湯１９００年の源泉と白銀荘自慢のお食事をご堪能ください

蔵王温泉満喫プラン

共同浴場３湯の湯めぐり
（上湯・下湯・川原湯）
各浴場は湯小屋建築、浴室は総木製、湯け
むりの中で風情をお楽しみください
★無料利用券差し上げます

★冬の味覚の汁物１品付（地
元「からから汁」「寒鱈汁」

「きりたんぽ汁」など日替
りで）

１２/２２～３/３１
（１２/２９～１/３除く）

料理（イメージ）料理（イメージ）

酢川温泉神社（イメージ）

下湯共同浴場（イメージ）

霜降り米沢牛の朴葉焼き、　　　　
オマール海老と春野菜の香草焼きの特選会席プラン

期間限定！　豪華食材を使った料理長特選新作メニュー

旬の食材を駆使した
料理長おすすめ会席

土・休前日利用はプラス１，０００円／１室１名様利
用はプラス２，０００円／トイレ無客室は１名様１，０００円引
※１２/２３～３/３１の土・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

ＪＲ山形駅前より蔵王温泉行き直行便で約
４０分、バスターミナルから当館まで徒歩５分

１/４～３/３１

香ばしく焼いた味噌の香りが食欲をそ
そる霜降り米沢牛の朴葉焼き、カナ
ダ産オマール海老と春野菜の香草焼
きの2品を加えた会席膳

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

平日 

12/22～28、1/4～7、2/1～28１/８～３１、３/１～３１

●牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g）に
同料金で変更可能（要予約）

●蔵王名物『生ラムジンギスカン』に変更は
お1人様500円引（要予約）

●お1人様プラス2,200円で蔵王牛会席
（お肉150g、すき焼き or しゃぶしゃぶ）に
変更可

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日

１/４～７、２/１～２８１/８～３１、３/１～３１

１名様プラス２，０００円
で平成２９年新装和洋
室に変更可（１日限定２
室） 和洋室（イメージ）和洋室（イメージ）

8,600円 9,600円

10,800円 11,800円

■スキー講習会　  　   　　講師：渡邉講師 他１名

平成 30年２/26（月）～３/1（木）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

関
東

東京都
竹橋

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町１‐４‐１

０３‐３２８７‐２９２１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】東京メトロ：竹橋

アクセス至便のKKRホテル東京で
東京滞在をお楽しみください

東京グルメプラン
料理（イメージ）料理（イメージ）

３泊４日以上ならお得！ロングステイプラン

２食付の充実したプランをご用意

東京軍鶏の一人鍋や穴子の天婦羅、
江戸前寿司など東京ならではの食材
を贅沢に使った会席コース

■お１人様あたりの組合員料金
素泊まり３泊４日 全日

１室２・３名

１室１名

～3/31（12/31～1/3
除く）／ツイン1室2名様の場合
1名様プラス1,500円で皇居側
のデラックスツインへ変更可／
1室3名様の場合は皇居側のデ
ラックスツイン

１日限定２０室／３泊から利用可

１日限定１０組

１３時チェックイン可（通常１５時）

駐車料金無料
（6:00～翌22:00）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 全日

１室２・３名

１室１名

地下鉄直結のホテル入口
（イメージ）

地下鉄直結のホテル入口
（イメージ）

１名様プラス１，４００円で和洋
バイキングのご朝食（６：３０～９：００）

26,400円（延泊8,800円）
22,200円（延泊7,400円）

15,600円
14,600円

KKR ホテル中目黒
東京都目黒区東山１‐２７‐１５

０３‐３７１３‐８１３１

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

【最寄駅】東京メトロ、東急：中目黒

清掃なしで連泊の方を対象に、下記料金から割引します

●渋谷（電車４分）
●六本木ヒルズ（電車１０分）
●原宿（電車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）

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

１/９～４/２６／３日前迄の電話
予約／宿泊日以降変更不可／２泊から
利用可／１日限定１０組

１/９～４/２６（土・休前日を除く）
／２名様で利用可／１日限定１０組

ツインルーム（イメージ）

早春プラン

清掃不要でお得な連泊プラン

東京都
中目黒

連泊で１泊
４００円のお得

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２名
（ツイン・風呂付）
１室１名

（シングル・風呂付）

■お１人様あたりの組合員料金

１泊サービス朝食付 平日のみ

6,250円
5,000円

１室２名（ツイン）

お子様（小学生以下）

■お１人様あたりの組合員料金

●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）

朝食は和食ビュッフェを無料
サービス（7:00～9:00）

シャトルバス運行

シャトルバス（イメージ）シャトルバス（イメージ）

6,100円
6,600円
7,100円

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

０２３‐６９４‐９１８７
チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

客室一部BT付【最寄駅】JR:山形

冬の蔵王温泉、開湯１９００年の源泉と白銀荘自慢のお食事をご堪能ください

蔵王温泉満喫プラン

共同浴場３湯の湯めぐり
（上湯・下湯・川原湯）
各浴場は湯小屋建築、浴室は総木製、湯け
むりの中で風情をお楽しみください
★無料利用券差し上げます

★冬の味覚の汁物１品付（地
元「からから汁」「寒鱈汁」

「きりたんぽ汁」など日替
りで）

１２/２２～３/３１
（１２/２９～１/３除く）

料理（イメージ）料理（イメージ）

酢川温泉神社（イメージ）

下湯共同浴場（イメージ）

霜降り米沢牛の朴葉焼き、　　　　
オマール海老と春野菜の香草焼きの特選会席プラン

期間限定！　豪華食材を使った料理長特選新作メニュー

旬の食材を駆使した
料理長おすすめ会席

土・休前日利用はプラス１，０００円／１室１名様利
用はプラス２，０００円／トイレ無客室は１名様１，０００円引
※１２/２３～３/３１の土・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

ＪＲ山形駅前より蔵王温泉行き直行便で約
４０分、バスターミナルから当館まで徒歩５分

１/４～３/３１

香ばしく焼いた味噌の香りが食欲をそ
そる霜降り米沢牛の朴葉焼き、カナ
ダ産オマール海老と春野菜の香草焼
きの2品を加えた会席膳

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

平日 

12/22～28、1/4～7、2/1～28１/８～３１、３/１～３１

●牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g）に
同料金で変更可能（要予約）

●蔵王名物『生ラムジンギスカン』に変更は
お1人様500円引（要予約）

●お1人様プラス2,200円で蔵王牛会席
（お肉150g、すき焼き or しゃぶしゃぶ）に
変更可

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日

１/４～７、２/１～２８１/８～３１、３/１～３１

１名様プラス２，０００円
で平成２９年新装和洋
室に変更可（１日限定２
室） 和洋室（イメージ）和洋室（イメージ）

8,600円 9,600円

10,800円 11,800円

■スキー講習会　  　   　　講師：渡邉講師 他１名

平成 30年２/26（月）～３/1（木）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

関
東

●鶴岡八幡宮の冬牡丹
●瑞泉寺の黄梅・水仙

KKR 鎌倉わかみや
神奈川県鎌倉市由比ガ浜４‐６‐１３

０４６７‐２５‐４３２１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】江ノ電:由比ヶ浜

江ノ電１日乗車券＆おみやげ処割引券付

江ノ電でめぐる早春鎌倉物語特選会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

江ノ電（イメージ）江ノ電（イメージ）

鎌倉グルメ会席プラン
おすすめ♪♪
選べる５種類のグルメを堪能！！

神奈川県
鎌倉

選べる５種類！
●黒毛和牛すき焼き会席
●黒毛和牛のステーキ会席
●黒毛和牛のしゃぶしゃぶ会席
●金目鯛のしゃぶしゃぶ会席
●相模三元豚のしゃぶしゃぶ会席

旬を味わう
四季彩
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）
●おみやげ処「小町」リニューアル記
念・５００円割引券付（１部屋に１枚）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

12,800円
17,300円土・休前日

平日

1/4～3/20 ／ 1室1名様
利用はシングルルーム

★洋室のベッドはシモンズ社製
マットレスを採用

１泊２食 土・休前日平日

10,800円 15,300円１室１名～

■お１人様あたりの組合員料金

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

０４５‐６２１‐９６８４

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】横浜高速鉄道:元町・中華街

シェフのおすすめカジュアルフレンチコースと
横浜のイルミネーションをご満喫ください！

【12月】山手西洋館
「世界のクリスマス」
【１月】中華街「春節」（２月まで）
【２月】元町「チャーミングセール」
【３月】三溪園「観桜の夕べ」、
みなとみらい「さくらフェスタ」

中華街（イメージ）中華街（イメージ）

中華街夕食付！横浜中華街 満喫プラン

冬の横浜！ 丘の上のブルーライトプラン

中華街の名店でのご夕食が
付いています！

●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♪

夕食は本場中華街の味をご堪能ください

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 15,300円 16,300円
１２/１５～１２/２８平日（右記除く）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

平日（下記除く） 10,800円
１２/１５～１２/２８ 11,800円

１室２名～

12/15～3/30（12/29～1/3 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／2名様から利用可

朝食時にモーニングコーヒーを
サービス

KKR 逗子 松汀園
神奈川県逗子市新宿３‐２‐２６

０４６‐８７１‐２０４２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部T付
【最寄駅】JR:逗子、京急:新逗子

しっぽりと冬の古都鎌倉めぐりに最適♪

～4/27（12/29～1/3、
1/6・7、3/24・31除く）

葉山牛しゃぶしゃぶ（イメージ）

地産グルメ 葉山牛しゃぶしゃぶ＆舟盛会席

松汀園スタンダードプラン

超人気プランを期間限定でなんと１，０００円引！

神奈川県
湘南･逗子海岸

●基本会席は軽めの会席コース
●人気の豪快舟盛コースは特におすすめ

～4/27（土・休 前 日 と12/29～1/3、
1/6・7、3/24・31除く)

湘南ならではの地産グルメ「葉山牛」
をしゃぶしゃぶで！もちろん名物豪快舟盛り付♪

１泊２食 
１室２名～

１・２・４月の平日
（右記除く）

３月の平日と
1/4・5、4/1～3 土・休前日

5,980円
7,980円

6,980円
8,980円

8,480円
9,980円

基本会席コース

豪快舟盛コース

■お１人様あたりの組合員料金

平日
１，０００円引

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 8,980円(通常９，９８０円) 9,980円(通常１０，９８０円)
３月の平日のみと1/4・5、4/1～3１・２・４月の平日のみ（右記除く）

夕食時ワンドリンクサービス

シングル利用、大正館指定、又は昭和
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室
13時からチェックインOK（要予約・除外日あり）

神奈川県
湘南･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

０４６６‐２３‐７７１０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部BT付
【最寄駅】小田急、江ノ電:江ノ島

連泊がお得♪江ノ島や鎌倉の散策に最適

湘南春の訪れプラン

●七福神めぐり（１月中）
●江の島シーキャンドルライト
アップ（２月中旬まで）
●日本三大弁財天・江島神社
（徒歩２０分）

１/４～４/２７（土・休前日を除く）

料理（イメージ）

旨さぎっしり！海鮮会席プラン
相模湾等の魚介類をふんだんに使ったとっておきの会席

量控えめ季節のお膳料理

１/４～４/２７

江ノ島近隣漁港または相模
湾等の採れたて魚介類を用いたこ
だわり会席
★湘南地酒またはソフトドリンク付

平日限定

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日のみ

6,850円
6,350円２泊目以降

１泊目

※３/２５～４/３利用は１名様プラス５００円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,850円
11,850円土・休前日

平日

※３/２５～４/３利用は１名様プラス５００円

連泊の方には昼食サービス

湘南地酒付

車・お荷物等朝から預かり可

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）

1室1名様利用はプラス
1,000円／トイレ付客室は1名様
プラス1,500円／バス・トイレ付
客室は1名様プラス2,500円

KKR 伊豆長岡 千歳荘
静岡県伊豆の国市古奈８２

０５５‐９４８‐００１０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室Ｔ付
【最寄駅】伊豆箱根鉄道：伊豆長岡

温泉好きにはたまらない伊豆長岡の源泉かけ流し！

あじのたたきとあわびのせいろ蒸し付美味しいプラン

鯵のたたき（イメージ）鯵のたたき（イメージ）

伊豆長岡のかけ流し温泉で湯治プラン

あわびの「コリコリ」をせいろ蒸しで！美味しい「あじのたたき」付

静岡県
伊豆長岡温泉

旬の食材を使った日替わり
会席

１２/１５～４/２７（１２/２９～１/３除く）

あじのたたきとあわびのせ
いろ蒸しがついた会席料理

★同料金で「静岡県産あしたか牛ス
テーキプラン」に変更可

12/15～4/27
（12/23～1/7除く）

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

１泊２食　平日 １泊目 ２泊目 ３泊目以降

7,800円 7,300円 6,800円１室２名～

■お１人様あたりの組合員料金

※土・休前日利用は１名様プラス１，０００円
※1/6・7、2/10・11は１名様プラス２，０００円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,900円
11,000円土・休前日

平日

※１/６・７、２/１０・１１は平日料金にプラス２，０００円

２名様から利用可
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を

お預かりします

貸切風呂使用料無料
（かけ流しの温泉です！）

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 
無料送迎

和室の壁紙・畳を更新しました！

神奈川県
箱根・木賀温泉

KKR 宮の下
神奈川県足柄下郡箱根町木賀１０１４

０４６０‐８７‐２３５０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室Ｔ付
【最寄駅】箱根登山鉄道：宮ノ下

季節の料理と掛け流しの温泉で、箱根路を心ゆくまで満喫

木賀会席プラン

●富士山の景観がすばらしい
「成川美術館」（バス２５分）
●印象派コレクションなら
「ポーラ美術館」（バス２０分）

料理（イメージ）

福ふくプラン
極上の味覚を多彩な料理で

山海の味覚を存分に味わえる
創作会席料理

12/15 ～ 3/31（12/24 ～
1/7、2/10・11除く）／1
日限定3組／2名様から利用
可／1週間前まで要予約

12/15 ～ 4/27（12/24 ～1/7、2/10・11除く）

ふぐ刺、ふぐ鍋、焼物から最後
の雑炊までの本格的ふぐ会席

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日 土・休前日

10,650円 12,150円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

15,150円
16,650円土・休前日

平日

お1人様プラス5,000円で『露
天風呂付客室』に変更可（2名様から）
★3/9までの平日はお1人様700円引
※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（時間14:30～18:00）

1月・2月限定 連泊割引
（2泊目以降500円引）

※１室１名 様 利 用
はプラス１，５００円

（平日のみ利用可）

★１名様プラス２，０００円で「金目鯛
姿煮」１尾付に変更可
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

伊
豆
・
箱
根

KKR 逗子 松汀園
神奈川県逗子市新宿３‐２‐２６

０４６‐８７１‐２０４２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部T付
【最寄駅】JR:逗子、京急:新逗子

しっぽりと冬の古都鎌倉めぐりに最適♪

～4/27（12/29～1/3、
1/6・7、3/24・31除く）

葉山牛しゃぶしゃぶ（イメージ）

地産グルメ 葉山牛しゃぶしゃぶ＆舟盛会席

松汀園スタンダードプラン

超人気プランを期間限定でなんと１，０００円引！

神奈川県
湘南･逗子海岸

●基本会席は軽めの会席コース
●人気の豪快舟盛コースは特におすすめ

～4/27（土・休 前 日 と12/29～1/3、
1/6・7、3/24・31除く)

湘南ならではの地産グルメ「葉山牛」
をしゃぶしゃぶで！もちろん名物豪快舟盛り付♪

１泊２食 
１室２名～

１・２・４月の平日
（右記除く）

３月の平日と
1/4・5、4/1～3 土・休前日

5,980円
7,980円

6,980円
8,980円

8,480円
9,980円

基本会席コース

豪快舟盛コース

■お１人様あたりの組合員料金

平日
１，０００円引

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 8,980円(通常９，９８０円) 9,980円(通常１０，９８０円)
３月の平日のみと1/4・5、4/1～3１・２・４月の平日のみ（右記除く）

夕食時ワンドリンクサービス

シングル利用、大正館指定、又は昭和
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室
13時からチェックインOK（要予約・除外日あり）

神奈川県
湘南･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

０４６６‐２３‐７７１０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部BT付
【最寄駅】小田急、江ノ電:江ノ島

連泊がお得♪江ノ島や鎌倉の散策に最適

湘南春の訪れプラン

●七福神めぐり（１月中）
●江の島シーキャンドルライト
アップ（２月中旬まで）
●日本三大弁財天・江島神社
（徒歩２０分）

１/４～４/２７（土・休前日を除く）

料理（イメージ）

旨さぎっしり！海鮮会席プラン
相模湾等の魚介類をふんだんに使ったとっておきの会席

量控えめ季節のお膳料理

１/４～４/２７

江ノ島近隣漁港または相模
湾等の採れたて魚介類を用いたこ
だわり会席
★湘南地酒またはソフトドリンク付

平日限定

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日のみ

6,850円
6,350円２泊目以降

１泊目

※３/２５～４/３利用は１名様プラス５００円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,850円
11,850円土・休前日

平日

※３/２５～４/３利用は１名様プラス５００円

連泊の方には昼食サービス

湘南地酒付

車・お荷物等朝から預かり可

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）

1室1名様利用はプラス
1,000円／トイレ付客室は1名様
プラス1,500円／バス・トイレ付
客室は1名様プラス2,500円

KKR 伊豆長岡 千歳荘
静岡県伊豆の国市古奈８２

０５５‐９４８‐００１０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室Ｔ付
【最寄駅】伊豆箱根鉄道：伊豆長岡

温泉好きにはたまらない伊豆長岡の源泉かけ流し！

あじのたたきとあわびのせいろ蒸し付美味しいプラン

鯵のたたき（イメージ）鯵のたたき（イメージ）

伊豆長岡のかけ流し温泉で湯治プラン

あわびの「コリコリ」をせいろ蒸しで！美味しい「あじのたたき」付

静岡県
伊豆長岡温泉

旬の食材を使った日替わり
会席

１２/１５～４/２７（１２/２９～１/３除く）

あじのたたきとあわびのせ
いろ蒸しがついた会席料理

★同料金で「静岡県産あしたか牛ス
テーキプラン」に変更可

12/15～4/27
（12/23～1/7除く）

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

１泊２食　平日 １泊目 ２泊目 ３泊目以降

7,800円 7,300円 6,800円１室２名～

■お１人様あたりの組合員料金

※土・休前日利用は１名様プラス１，０００円
※1/6・7、2/10・11は１名様プラス２，０００円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,900円
11,000円土・休前日

平日

※１/６・７、２/１０・１１は平日料金にプラス２，０００円

２名様から利用可
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を

お預かりします

貸切風呂使用料無料
（かけ流しの温泉です！）

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 
無料送迎

和室の壁紙・畳を更新しました！

神奈川県
箱根・木賀温泉

KKR 宮の下
神奈川県足柄下郡箱根町木賀１０１４

０４６０‐８７‐２３５０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室Ｔ付
【最寄駅】箱根登山鉄道：宮ノ下

季節の料理と掛け流しの温泉で、箱根路を心ゆくまで満喫

木賀会席プラン

●富士山の景観がすばらしい
「成川美術館」（バス２５分）
●印象派コレクションなら
「ポーラ美術館」（バス２０分）

料理（イメージ）

福ふくプラン
極上の味覚を多彩な料理で

山海の味覚を存分に味わえる
創作会席料理

12/15 ～ 3/31（12/24 ～
1/7、2/10・11除く）／1
日限定3組／2名様から利用
可／1週間前まで要予約

12/15 ～ 4/27（12/24 ～1/7、2/10・11除く）

ふぐ刺、ふぐ鍋、焼物から最後
の雑炊までの本格的ふぐ会席

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日 土・休前日

10,650円 12,150円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

15,150円
16,650円土・休前日

平日

お1人様プラス5,000円で『露
天風呂付客室』に変更可（2名様から）
★3/9までの平日はお1人様700円引
※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（時間14:30～18:00）

1月・2月限定 連泊割引
（2泊目以降500円引）

※１室１名 様 利 用
はプラス１，５００円

（平日のみ利用可）

★１名様プラス２，０００円で「金目鯛
姿煮」１尾付に変更可

KKR ホテル熱海
静岡県熱海市春日町７‐３９

０５５７‐８５‐２０００

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室Ｔ付
【最寄駅】ＪＲ：熱海

敷地内から湧き出る温泉でのんびり♪

●熱海梅園 梅まつり（1/6～3/4）
●熱海海上花火大会
　（1/14、2/12、4/14・22）

1/4～4/27（土・休前日と1/14、
2/12、4/22を除く）／１室１名様は
シングルルーム 大浴場（イメージ）

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

相模湾一望！熱海連泊湯治プラン

伊勢海老・鮑・金目鯛がついた豪華スペシャル会席

静岡県
伊豆・熱海温泉

夕食は、日本料理・中国料理
から選択可（要予約）

1/4～4/27（2/10・11、4/14
除く）／2名様から利用可

伊勢海老のお造り＆鮑の陶板
焼き＆金目鯛の煮付け付

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食　１室１名～ 平日のみ

12,300円
11,800円２泊目以降

１泊目

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

16,800円
19,800円土・休前日と

１/１４、２/１２、４/２２

平日

★１室４名様以上利用はお１人様１，０００円引

和洋室・和洋スーペリア利
用は1名様プラス500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

静岡県
沼津

KKR 沼津はまゆう
静岡県沼津市志下１９２

０５５‐９３１‐０５９２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】ＪＲ：沼津

駿河湾と富士山が宿から見える！

●沼津御用邸記念公園（徒歩１５分）
●沼津港（車１０分）飲食店街が
昼食におすすめ！
●三島スカイウォーク（車２０分）
歩行者用では日本最長の吊橋

具だくさん 海鮮漁師鍋プラン

お得 はまゆう連泊プラン

旬な食材を使った会席料理

漁師鍋がついた会席料理
★漁師鍋をあしたか牛ステーキに
変更可

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日

１室２名～ 9,350円 8,850円
２泊目以降１泊目

※土・休前日利用は１名様プラス３，５００円
※2/10・11利用は1名様プラス４，５００円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

11,350円
13,850円土・休前日

平日

1/4～4/27／1室1名様利
用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）

※3/23 ～30の平日は平日料金に1名様
プラス2,000円

★1月の平日は1名様500円引
※富士山は天候により望めない場合があ

ります
※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）

あわび・サザエ・ほたてなど海の幸をお楽しみください

漁師鍋（イメージ）漁師鍋（イメージ）

※2/10・11は土・休前日料金に１名様プラス
１，０００円
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

上
信
越

山梨県
甲府 KKR 甲府ニュー芙蓉 山梨県甲府市塩部３‐６‐１０

０５５‐２５２‐１３２７
チェックイン/１５：００　チェックアウト/１０：００

客室一部ＢＴ付【最寄駅】ＪＲ：甲府

北風が雲を飛ばす青空に浮かぶ
富士山はきれいです

富士御膳プラン

春の甲府盆地はピンクの絨毯を敷きつめた
桃源郷になります
●日本一早い桃のお花見「ハウス桃宴」笛吹市
の農家がハウス桃園を開放

（例年２月中旬～３月中旬）
●甲府市「不老園」２０種類、約３２００本の梅

（見頃 ２月～３月下旬）
●日本一の桃の里！山梨県笛吹市「桃源郷春ま
つり」（３月下旬～４月中旬予定）
●富士・河口湖さくら祭り：桜の花との富士
山のコラボレーションは必見です！（４月中旬頃）
※花の見頃やイベントの開催時期は、天候により変更となる場
合があります

ワインビーフを月毎に
調理方法を替えてご用意

桜と富士山（イメージ）
桃畑（写真提供：やまなし観光推進機構）

富士山を見に行くじゃんプラン
山梨ならではの味わい深い料理をお楽しみください

甲州牛のステーキや甲斐サー
モンなど地元の食材を生かし
た会席料理

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

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～

土・休前日平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～

土・休前日平日

１月は『いちご狩り』
シーズンスタート
１月のいちごは大粒で
あまーいのが自慢

料理（イメージ）料理（イメージ）

不老園（イメージ）

不老園の梅（イメージ）

9,950円8,950円

9,950円 10,950円

KKR 妙高高原 白樺荘
新潟県妙高市関川２２７５

０２５５‐８６‐２１１３

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部BT付
【最寄駅】しなの鉄道・えちごトキめき鉄道:妙高高原

手ぶらでスキー !!
スキー＆スノーボード一式レンタル付！

●池の平温泉スキー場（徒歩１０分） 
●妙高杉ノ原スキー場（車約１０分）
リフト１日券を特別価格でご用意！ 詳しくは
お電話でご案内

料理（イメージ）

池の平スキー場（イメージ）

限定1日3組 料理長おすすめプラン

スノーレジャーパック

新潟県産リブロース、くびき交雑種牛を使った陶板焼き付

新潟県
池の平温泉

日替わりの和食会席

味には定評あり！上信越の食材を使
用した和食会席

１日限定１０組

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
※レンタル付は宿泊翌日分です
（チェックイン日に希望の場合は要問合せ）

★レンタル不要の方は３００円割引

12/15～3/31（12/29～1/1
除く）／1室1名様利用はプラス500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）

スキー情報

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

8,700円
9,700円土・休前日

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 9,780円 10,780円
土・休前日平日

新潟県
越後湯沢温泉

KKR 湯沢ゆきぐに
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２５７４

０２５‐７８４‐３４２４

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:越後湯沢

日替わり新潟名酒飲み放題＆
ソフトドリンク飲み放題付

１２/１５～４/２７（土・休前日を
除く）／12/22～1/3利用は
要問合せ／１室１名様利用はプ
ラス２，０００円

平日連泊プラン

調理長のおまかせ日替わり
メニュー
★2泊以上の方は昼食付

１/９～３/３０／２名様から利用可

●ゆで蟹（お1人様1杯）
●蟹網焼き
●蟹甲羅入グラタン
●蟹釜飯　●蟹みそ汁　など

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日のみ

１室２名～ 8,400円 7,900円
２泊目以降１泊目

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 12,900円 15,900円
土・休前日平日

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

JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）

日替わり新潟名酒飲み放題
＆ソフトドリンク飲み放題

※詳細は施設にお問い合わせください

近隣スキー場リフト券
お取り扱いあり

蟹づくしプラン
ズワイ・渡り・紅ズワイ など

蟹づくし（イメージ）蟹づくし（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

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:水上

連泊するほどお得な宿泊プラン♪

１２/１７～４/２７（土曜日と１２/２８～１/７、２/１１､３/４～９除く）
※滞在中はリネン交換なし（詳しくは施設に要問合せ）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

平日のみ 9,350円 8,150円 7,650円
２泊目 ３泊目以降１泊目

かに（イメージ）かに（イメージ）

かに
一輪焼き付 冬の贅沢満足会席プラン

お値打ち湯治連泊プラン

冬を楽しむ豪華食材♪

群馬県
水上温泉

日替わりの料理長おすすめ会席

１２/１６～３/３１（１２/３１
～１/２除く）

冬の贅沢食材をふんだん
に使った料理長渾身の会席
料理

OB様限定

シニアスキー講習会開催　⇒　３頁をご覧ください

2名様から利用可
※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）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

12,650円
14,350円土・休前日と

１２/２８～３０、１/３～５（下記除く）

14,850円１/６・7、２/１０・１１

平日
（下記除く）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

長野県
上諏訪温泉

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
【最寄駅】JR:上諏訪

エントランスが和風に！館内は快適な畳敷き！
かけ流し温泉で、湯ったり癒しの時間を満喫♪

●諏訪大社（上社・下社とも車約２０分）
●わかさぎ釣り（車約１０分）

～４/２７（土・休前日と１２/２９～１/３除く）

料理（イメージ）料理（イメージ）

つぼ風呂（イメージ）つぼ風呂（イメージ）

ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレステーキプラン

癒しのかけ流し温泉プラン

冬の味覚のこだわり会席に人気メニューをセット

季節感楽しめる調理長おすすめご膳

１２/１５～４/２７（１２/３１～１/３除く）

ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレ
ステーキがメインの和風会席

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

冬季限定!! 連泊の方に昼食サービス

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日のみ

１室２名～ 7,800円 6,800円
２泊目以降１泊目

※３/２５～３０、４/１１～２０の平日は１名様プラス５００円

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

ハーフバイキング＆
ソフトドリンク飲み放題付

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

10,800円
11,300円土・休前日と

３/２５～３０、４/１１～２０

平日

平日
限定

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

●名古屋城（徒歩５分）
対面所・下御膳所一般公開
●徳川美術館（車１５分）

愛知県
名古屋

料理長厳選の季節料理をご堪能
※3/1からメニューが「四季会席」に
変更となります

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】市営地下鉄：丸の内

客室（イメージ）客室（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

名古屋城が見える朝食会場
で和洋バイキング

★お味噌は、二夏二冬の天然醸造
「八丁味噌」

平成２９年１０月リニューアルオープン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊朝食付 １室１名～

土・休前日

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 1室1名～

土・休前日

平日

全室シモンズ社製ベッド

しっかり朝食付プラン

みかわ牛しゃぶしゃぶ膳プラン

１３時からチェックイン可
（通常１５時）

～4/30（12/31～1/3除く）
／1室3名様利用は1室あたり
1,000円引

●ワンドリンク無料券進呈
（夕食時利用可）
●１室２名様以上で名古屋城
側のお部屋をご用意

6,800円
8,300円

11,600円
13,100円

★連泊の場合は1泊500円引
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

東
海
甲
信

山梨県
甲府 KKR 甲府ニュー芙蓉 山梨県甲府市塩部３‐６‐１０

０５５‐２５２‐１３２７
チェックイン/１５：００　チェックアウト/１０：００

客室一部ＢＴ付【最寄駅】ＪＲ：甲府

北風が雲を飛ばす青空に浮かぶ
富士山はきれいです

富士御膳プラン

春の甲府盆地はピンクの絨毯を敷きつめた
桃源郷になります
●日本一早い桃のお花見「ハウス桃宴」笛吹市
の農家がハウス桃園を開放

（例年２月中旬～３月中旬）
●甲府市「不老園」２０種類、約３２００本の梅

（見頃 ２月～３月下旬）
●日本一の桃の里！山梨県笛吹市「桃源郷春ま
つり」（３月下旬～４月中旬予定）
●富士・河口湖さくら祭り：桜の花との富士
山のコラボレーションは必見です！（４月中旬頃）
※花の見頃やイベントの開催時期は、天候により変更となる場
合があります

ワインビーフを月毎に
調理方法を替えてご用意

桜と富士山（イメージ）
桃畑（写真提供：やまなし観光推進機構）

富士山を見に行くじゃんプラン
山梨ならではの味わい深い料理をお楽しみください

甲州牛のステーキや甲斐サー
モンなど地元の食材を生かし
た会席料理

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

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～

土・休前日平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～

土・休前日平日

１月は『いちご狩り』
シーズンスタート
１月のいちごは大粒で
あまーいのが自慢

料理（イメージ）料理（イメージ）

不老園（イメージ）

不老園の梅（イメージ）

9,950円8,950円

9,950円 10,950円

KKR 水上 水明荘
群馬県利根郡みなかみ町大穴８５９

０２７８‐７２‐２３４５

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:水上

連泊するほどお得な宿泊プラン♪

１２/１７～４/２７（土曜日と１２/２８～１/７、２/１１､３/４～９除く）
※滞在中はリネン交換なし（詳しくは施設に要問合せ）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

平日のみ 9,350円 8,150円 7,650円
２泊目 ３泊目以降１泊目

かに（イメージ）かに（イメージ）

かに
一輪焼き付 冬の贅沢満足会席プラン

お値打ち湯治連泊プラン

冬を楽しむ豪華食材♪

群馬県
水上温泉

日替わりの料理長おすすめ会席

１２/１６～３/３１（１２/３１
～１/２除く）

冬の贅沢食材をふんだん
に使った料理長渾身の会席
料理

OB様限定

シニアスキー講習会開催　⇒　３頁をご覧ください

2名様から利用可
※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）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

12,650円
14,350円土・休前日と

１２/２８～３０、１/３～５（下記除く）

14,850円１/６・7、２/１０・１１

平日
（下記除く）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

長野県
上諏訪温泉

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
【最寄駅】JR:上諏訪

エントランスが和風に！館内は快適な畳敷き！
かけ流し温泉で、湯ったり癒しの時間を満喫♪

●諏訪大社（上社・下社とも車約２０分）
●わかさぎ釣り（車約１０分）

～４/２７（土・休前日と１２/２９～１/３除く）

料理（イメージ）料理（イメージ）

つぼ風呂（イメージ）つぼ風呂（イメージ）

ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレステーキプラン

癒しのかけ流し温泉プラン

冬の味覚のこだわり会席に人気メニューをセット

季節感楽しめる調理長おすすめご膳

１２/１５～４/２７（１２/３１～１/３除く）

ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレ
ステーキがメインの和風会席

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

冬季限定!! 連泊の方に昼食サービス

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 平日のみ

１室２名～ 7,800円 6,800円
２泊目以降１泊目

※３/２５～３０、４/１１～２０の平日は１名様プラス５００円

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

ハーフバイキング＆
ソフトドリンク飲み放題付

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

10,800円
11,300円土・休前日と

３/２５～３０、４/１１～２０

平日

平日
限定

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

●名古屋城（徒歩５分）
対面所・下御膳所一般公開

●徳川美術館（車１５分）

愛知県
名古屋

料理長厳選の季節料理をご堪能
※3/1からメニューが「四季会席」に
変更となります

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】市営地下鉄：丸の内

客室（イメージ）客室（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

名古屋城が見える朝食会場
で和洋バイキング

★お味噌は、二夏二冬の天然醸造
「八丁味噌」

平成２９年１０月リニューアルオープン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊朝食付 １室１名～

土・休前日

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 1室1名～

土・休前日

平日

全室シモンズ社製ベッド

しっかり朝食付プラン

みかわ牛しゃぶしゃぶ膳プラン

１３時からチェックイン可
（通常１５時）

～4/30（12/31～1/3除く）
／1室3名様利用は1室あたり
1,000円引

●ワンドリンク無料券進呈
（夕食時利用可）
●１室２名様以上で名古屋城
側のお部屋をご用意

6,800円
8,300円

11,600円
13,100円

★連泊の場合は1泊500円引

三重県
鳥羽

KKR 鳥羽 いそぶえ荘
三重県鳥羽市安楽島町１０７５

０５９９‐２５‐３２２６

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部ＢＴ付
【最寄駅】ＪＲ、近鉄：鳥羽

第３７回日本料理全国大会・郷土料理部門

ゆったりお伊勢参り連泊得々プラン

●伊勢神宮　●二見浦　●熊野古道

伊勢海老（イメージ）

伊勢神宮 宇治橋（イメージ）

伊勢海老の姿づくりと
鮑の柔らか陶板焼きプラン

お伊勢参りの拠点にぴったりの連泊プランです

～3/31／2名様から利用可

伊勢海老の姿造り(2名様で
1尾)、鮑の陶板焼き(1名様に1個)、
鯛飯茶づけほかの海鮮会席料理

～3/31（土・休前日を除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円／
2泊から利用可

伊勢湾近海の魚介類を使用した
日替わり「海鮮会席料理」

文部科学大臣賞受賞記念

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

1泊2食 1室2名～ 平日のみ

1泊目

2泊目

3泊目以降

■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

■お１人様あたりの組合員料金

11,350円
12,850円

7,850円
7,350円
6,850円
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

中
部

KKR ホテル金沢
石川県金沢市大手町２-３２

０７６‐２６４‐３８５０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室BT付
【最寄駅】JR:金沢

冬の金沢散策、雪化粧の兼六園は綺麗です

●冬の金沢は美味いっぱい
（近江町市場まで徒歩５分）

●兼六園の雪吊り（３月上旬まで）
●桜の開花は例年４月上旬頃

料理（イメージ）

ご当地グルメ治部煮を堪能加賀会席プラン

兼六園入園券付 金沢散策満喫プラン

冬の金沢、雪吊りを楽しみ、加賀会席を満喫！！

石川県
金沢

朝食は和洋バイキング

金沢へ来たなら郷土料理
の「治部煮」は外せません!!
★１名様プラス２,２００円にて

『のどぐろ会席プラン』へ変更可

［プラン予約専用電話］

■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 6,900円 7,900円
３月・４月１２月～２月

★兼六園入園券（大人３００円相当）料金を含み
ます

～4/27（12/30～1/3、1/6・
7、2/10・11除く）／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円／ 1名様プラ
ス2,000円でツインからデラックスツ
インに変更可

ゆっくり滞在 14:00～翌12：00
（通常15:00～翌11:00）

地元ボランティアガイド「まいどさ
ん」手配可能（１週間前まで要予約）

１泊２食
１室１～３名 平日

10,900円
11,900円

１２月～２月

３月・４月

■お1人様あたりの組合員料金

岐阜県
平湯温泉

KKR 平湯たから荘
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯７６３‐１２

０５７８‐８９‐２６２６

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:高山

天然かけ流しの温泉！内風呂・露天風呂・貸切風呂を堪能

トラフグ会席（イメージ）

冬季特別限定選べる３プラン

温泉三昧連泊プラン

豪華会席プランをこの価格で！！

初日はミニ会席、２日目以降
は調理長おまかせ料理

夕食は３プランからお選び
ください
●下関直送トラフグ会席：この価
格で全８品と大変お得（２名様か
ら）
●豪華海鮮鍋：日本海産中心の
鮮魚等の鍋プラン（１名様から）
●奥飛騨和会席：飛騨牛Ａ５等級
１品含む冬の会席

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

１泊２食　１室１名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

8,800円 7,800円6,800円全日

■お１人様あたりの組合員料金

近隣施設入浴券プレゼント

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 全日

11,800円１室１名～

１名様プラス
1,000円で「お部屋食」に
変更可

～3/31（12/29～1/3 除
く）／高級飛騨家具の洋室利用は
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

平湯温泉バスターミナル 
無料送迎（要予約）

KKR 下呂しらさぎ
岐阜県下呂市森１２０９

０５７６‐２５‐５５０５

チェックイン/１４：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:下呂

冬の下呂温泉でごゆっくりお寛ぎください

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

～４/２７（土・休前日と12/30 ～
1/3、１/７除く）／２泊から利用可

～３/３１（１２/３０
～１/３、１/７除く）

料理（イメージ）

特別謝恩プラン

冬・湯ったり連泊プラン

特別料金にてご提供いたします

岐阜県
下呂温泉

日替わりミニ会席

きのこと飛騨牛の
味すき焼き、鰆のもろ味
噌焼き、蟹金糸巻きほか

（全７品）
★１月から料理内容が変更にな
ります

平日限定

１泊２食
平日のみ ３泊目１・２泊目 ４泊目 ５泊目以降

7,900円 5,800円１室１名～

■お１人様あたりの組合員料金

OB様・組合員様限定／電話予約のみ

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

10,300円(通常１１,６００円)
11,300円(通常１２,６００円)土・休前日

平日

リビング付ツイン
ルーム利用は別料金
※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）

7,200円 6,200円

KKR ホテル梅田
大阪府大阪市北区堂山町４-１

０６‐６３６２‐６８００

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】JR:大阪、阪急:梅田

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

大阪府
梅田

１２/１５～３/１６
（土・休前日と１２/３１、
１/１・４･７､２/１１を
除く）／２名様から利
用可／ハリウッドツイ
ンはベッド２台がくっつ
いています／１日限定
２室

朝食は１階『タ
リーズコーヒー』にて
洋食セットを１食８３０
円でご用意できます
（７:００～１１:００)

平日限定

JR大阪駅から
徒歩８分！

１泊素泊まり 平日のみ １泊目 ２泊目以降

6,000円
6,500円
7,000円

5,500円
6,000円
6,500円

 ダブルルーム(１室２名)

 ハリウッドツイン(１室２名)

ツインルーム(１室２名)

9,000円 8,500円和室(１室２名)

■お１人様あたりの組合員料金

●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）

★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)

客室（イメージ） 客室（イメージ） 

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

滋賀県
琵琶湖

KKR ホテルびわこ
滋賀県大津市下阪本１-１-１

０７７‐５７８‐２０２０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】JR:唐崎

冬の味覚の王様、ふぐ・かにをフルコースで！

●ふぐ鍋（てっぴ・てっさ・てっちり鍋）
●ふぐ会席（てっぴ・てっさ・ふぐあぶり寿司・
てっちり鍋）
●豪華ふぐ尽くし会席（ひれ酒・てっぴ・てっ
さ・ふぐあぶり寿司・焼きふぐ・てっちり鍋）
●豪華かに尽くし会席（蟹の洗い・蒸籠蒸し・
炭焼き・天婦羅・蟹酢・蟹鍋）
※「蟹の洗い」は悪天候・入荷状況により「旬の造り
盛合わせ」に変更の場合あり

～２/２８ (１２/３１～
１/２を除く）／ ２名様から利
用可／１名様利用は要問合せ
（ふぐコースは１名不可）
※別途、入湯税（１泊あたり１５０
円）をお預かりします

豪華！ふぐ・かに選べる贅沢プラン
１泊２食 １室２名～ 日～木曜日 金曜日 土・休前日と１１/２３

14,250円
16,250円
19,250円

15,250円
17,250円
20,250円

16,750円
18,750円
21,750円

ふぐ鍋

ふぐ会席

豪華ふぐ尽くし会席
豪華かに尽くし会席

■お１人様あたりの組合員料金

※１２/２９･３０､ １/３は日～木曜日料金に１名様プラス４，０００円
※１２/２２･２４･２８､ １/５､ ２/９は日～木曜日料金に１名様プラス１，５００円

大人１室４名様以上
のご利用で鯛のうす造り
サービス

豪華ふぐ尽くし会席（イメージ）   豪華ふぐ尽くし会席（イメージ）   豪華かに尽くし会席（イメージ）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

近
畿

KKR 下呂しらさぎ
岐阜県下呂市森１２０９

０５７６‐２５‐５５０５

チェックイン/１４：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:下呂

冬の下呂温泉でごゆっくりお寛ぎください

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

～４/２７（土・休前日と12/30 ～
1/3、１/７除く）／２泊から利用可

～３/３１（１２/３０
～１/３、１/７除く）

料理（イメージ）

特別謝恩プラン

冬・湯ったり連泊プラン

特別料金にてご提供いたします

岐阜県
下呂温泉

日替わりミニ会席

きのこと飛騨牛の
味すき焼き、鰆のもろ味
噌焼き、蟹金糸巻きほか

（全７品）
★１月から料理内容が変更にな
ります

平日限定

１泊２食
平日のみ ３泊目１・２泊目 ４泊目 ５泊目以降

7,900円 5,800円１室１名～

■お１人様あたりの組合員料金

OB様・組合員様限定／電話予約のみ

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

10,300円(通常１１,６００円)
11,300円(通常１２,６００円)土・休前日

平日

リビング付ツイン
ルーム利用は別料金
※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）

7,200円 6,200円

KKR ホテル梅田
大阪府大阪市北区堂山町４-１

０６‐６３６２‐６８００

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】JR:大阪、阪急:梅田

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

大阪府
梅田

１２/１５～３/１６
（土・休前日と１２/３１、
１/１・４･７､２/１１を
除く）／２名様から利
用可／ハリウッドツイ
ンはベッド２台がくっつ
いています／１日限定
２室

朝食は１階『タ
リーズコーヒー』にて
洋食セットを１食８３０
円でご用意できます
（７:００～１１:００)

平日限定

JR大阪駅から
徒歩８分！

１泊素泊まり 平日のみ １泊目 ２泊目以降

6,000円
6,500円
7,000円

5,500円
6,000円
6,500円

 ダブルルーム(１室２名)

 ハリウッドツイン(１室２名)

ツインルーム(１室２名)

9,000円 8,500円和室(１室２名)

■お１人様あたりの組合員料金

●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）

★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)

客室（イメージ） 客室（イメージ） 

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

滋賀県
琵琶湖

KKR ホテルびわこ
滋賀県大津市下阪本１-１-１

０７７‐５７８‐２０２０

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室BT付
【最寄駅】JR:唐崎

冬の味覚の王様、ふぐ・かにをフルコースで！

●ふぐ鍋（てっぴ・てっさ・てっちり鍋）
●ふぐ会席（てっぴ・てっさ・ふぐあぶり寿司・
てっちり鍋）
●豪華ふぐ尽くし会席（ひれ酒・てっぴ・てっ
さ・ふぐあぶり寿司・焼きふぐ・てっちり鍋）
●豪華かに尽くし会席（蟹の洗い・蒸籠蒸し・
炭焼き・天婦羅・蟹酢・蟹鍋）
※「蟹の洗い」は悪天候・入荷状況により「旬の造り
盛合わせ」に変更の場合あり

～２/２８ (１２/３１～
１/２を除く）／ ２名様から利
用可／１名様利用は要問合せ
（ふぐコースは１名不可）
※別途、入湯税（１泊あたり１５０
円）をお預かりします

豪華！ふぐ・かに選べる贅沢プラン
１泊２食 １室２名～ 日～木曜日 金曜日 土・休前日と１１/２３

14,250円
16,250円
19,250円

15,250円
17,250円
20,250円

16,750円
18,750円
21,750円

ふぐ鍋

ふぐ会席

豪華ふぐ尽くし会席
豪華かに尽くし会席

■お１人様あたりの組合員料金

※１２/２９･３０､ １/３は日～木曜日料金に１名様プラス４，０００円
※１２/２２･２４･２８､ １/５､ ２/９は日～木曜日料金に１名様プラス１，５００円

大人１室４名様以上
のご利用で鯛のうす造り
サービス

豪華ふぐ尽くし会席（イメージ）   豪華ふぐ尽くし会席（イメージ）   豪華かに尽くし会席（イメージ）

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

０７５‐２２２‐００９２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:京都

日頃のご愛顧に感謝、
この時期のみのお値打ちプラン

年に一度の大感謝プラン～premium

１/９～２/２８（２/２４・２５除く）

京都湯治連泊プラン

京都府
京都

季節の食材をふんだんに取り入れた京会席プレミアムコース

～２/28
（１２/３０～１/２除く）
／２泊から利用可

選べる会席
●京会席「清滝」　●かに付会席
●ふぐ付会席　●和牛会席（ステ
ーキorしゃぶしゃぶorすき焼き）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室１名～ 12,800円 15,800円
土・休前日平日

■お１人様あたりの組合員料金
２泊７食 平日

29,800円(延泊１２，０００円)１室１名～

●到着日１２時チェックイン
～出発日１２時チェックアウト
●京都新聞朝刊サービス　
●売店５％割引券進呈
●迎賓館公開日ならご希望日の
入場整理券付！
※１滞在につきお１人様１枚、お時間指定
不可、詳細お問合せください

客室定員利用／1日限定
５室

※別途、入湯税（１泊あたり150円）をお預かりします

※土・休前日は１日につきプラス２，５００円
※１２/３～８、１２/２８・２９は１日につきプラス２，０００円
※１２/９・１６・２３は１日につきプラス３，５００円

昼食は、松花堂弁当(初日)、にしん
茶そば(２日目)、京湯豆腐(３日目)

ふぐ付会席（イメージ）ふぐ付会席（イメージ）

●和食膳　　●洋食セット　
●減塩会席　●減塩フレンチ

★お手頃価格の2食付もあり★
お１人様２，０００円引

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

０６‐６９４１‐１１２２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室BT付
【最寄駅】JR:森ノ宮

シェフ自慢のお料理（和・洋）をお選びいただけます！

１/４～４/３０／洋食は３日
前、和食は前日までの要予約

春爛漫 ぜいたく２食付プラン

健康一番朝食付プラン

春の薫りただよう「本格四
季会席」または「フレンチフルコー
ス」からご選択

１/４～４/３０大阪城を一望できる１２階の
レストランで和洋朝食バイキング

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 11,400円 13,400円
土・休前日と３/２４～４/７平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊朝食付

１室２名～ 6,500円 8,500円
土・休前日と３/２４～４/７平日

シングルルーム利用はプラ
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円で大阪城側客室をご
用意（通常1,000円）

１名様プラス1,000
円で平成29年３月に全面改装した
10階客室をご用意

本格四季会席（イメージ）本格四季会席（イメージ）
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

近
畿

中
国

KKR 城崎 玄武
兵庫県豊岡市城崎町湯島７５

０７９６‐３２‐２６３１

チェックイン/１４：００
チェックアウト/１０：００

客室一部Ｔ付
【最寄駅】ＪＲ：城崎温泉

外湯めぐりで冬の城崎をのんびりと

城崎のんびりプラン

かに御膳（イメージ）かに御膳（イメージ）

かにづくし（イメージ）かにづくし（イメージ）

城崎
温泉 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！

兵庫県
城崎温泉

地元の素材
を生かした和会席
★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～）

1/4～3/31

かに御膳：かにすき小鍋/焼がに/かに
刺し/かに酢/かに天ぷら/かに釜飯など
かにづくし・ミニかにづくし：かにすき鍋/
焼がに/かに刺し/雑炊
★「茹でがに」は1杯プラス5,000円でご用意可

1/4～4/1

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
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

城崎7つの外湯の
無料券プレゼント

１泊２食 １室２名～ 平日

17,900円
15,900円
14,400円

かに御膳

かにづくし

ミニかにづくし

■お１人様あたりの組合員料金

※土・休前日利用は１名様プラス１，０００円

１泊２食 土・休前日平日

9,900円 10,900円１室２名～

■お１人様あたりの組合員料金

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 13,300円 14,300円
土・休前日平日

奈良県
奈良

KKR 奈良 みかさ荘
奈良県奈良市高畑大道町１２２４

０７４２‐２２‐５５８２

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室ＢＴなし
【最寄駅】近鉄：奈良

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

年に一度の大感謝プラン

世界遺産の社寺めぐり
●春日大社（徒歩10分）　●東大寺（徒歩15分）
●元興寺（徒歩10分）　　●興福寺（徒歩15分）

大和牛会席（イメージ）大和牛会席（イメージ）

料理（イメージ）

豪華 選べる平成会席プラン

日頃のご愛顧に感謝して！！

その月の旬を詰め込んだ『南都会席』をご用意！

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

1/3～2/28／
1室1名様利用は
プラス1,000円

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,800円
10,800円土・休前日

平日

ワンドリンク
サービス
ワンドリンク
サービス

KKR 白浜 美浜荘
和歌山県西牟婁郡白浜町１５６４‐２

０７３９‐４２‐３３８３

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部ＢＴ付
【最寄駅】JR：白浜

日本三古湯（古泉）のひとつ白浜　
源泉かけ流し温泉宿

白浜温泉癒し旅 連泊湯治プラン

～1/31（12/30～1/3、
1/6・7除く）

料理（イメージ）

紀州名物３種のクエ料理お試しプラン
高級魚『クエ』料理をご堪能いただけるプランをご用意！

和歌山県
白浜温泉

料理長おすすめ日替り会席
（全８品）

～2/28（12/30～1/3除く）

3種のクエ料理（薄造り・唐
揚げ・小鍋）付の会席料理

1泊からＯＫ1泊からＯＫ

１泊２食 １室２名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

7,800円 6,800円 5,800円平日

■お１人様あたりの組合員料金

※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
無客室利用は1名様1,000円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預か
りします

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

12,800円
13,800円土・休前日

平日

アドベンチャー
ワールド
（車１０分）

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

０８２‐２２１‐３７３６

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

客室一部ＢＴ付
【最寄駅】ＪＲ：新白島

約３０㎡のエグゼクティブツインにご宿泊＆
ご朝食が付いてのスペシャルプライス

朝食バイキング付バリュープラン

●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）

バス・トイレ付客室／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

料理（イメージ）料理（イメージ）

味自慢 プレミアム会席プラン
旬の食材を丁寧に贅沢な会席料理に仕上げました

朝食は約30品目の和洋
バイキング

（広島県の名物も有）

旬の食材を使用した会席をご用意

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！

※１室１名様利用はプラス８００円
（平日のみ利用可）

■お1人様あたりの組合員料金
１泊朝食付

平　日 5,900円
土・休前日 6,900円

1室２名～

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,900円
10,400円土・休前日

平　日

※１室１名様利用はプラス１，０００円（平日のみ利用可）

～1/31（12/18、12/31～1/2除く）

ＫＫＲホテル広島は平成３０年３月末日より休館いたします

KKR ホテル博多
福岡県福岡市中央区薬院４‐２１‐１

０９２‐５２１‐１３６１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】市営地下鉄：薬院大通

一日の始まりにバランスの良い朝食を!

健やか朝食付プラン

料理（イメージ）

ふくづくしの会席と味彩牛の
ステーキプラン

ふぐ三昧のコースを和創り「萌木」にてお召し上がりください

福岡県
博多

朝食はフレッ
シュな野菜を中心と
した和洋バイキング

冬季限定のふぐ料理に
大人気の味彩牛ステーキが付
いた豪華会席料理

１泊朝食付 土・休前日平日

6,500円 8,600円１室１名～

■お１人様あたりの組合員料金

到着時にウェルカムドリ
ンクをプレゼント

12/15～3/31（12/31
～1/2除く）／1日限定3組
／1名様プラス1,000円で
リニューアル客室に変更可

駐車場料金無料（通常
1泊1,000円）

●博多座（車１０分）
●「坂本冬美コンサート２０１８」
（1/20）
●ミュージカル「屋根の上のヴァ
イオリン弾き」（1/24～28）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

14,900円
17,100円土・休前日

平日

冬の
味覚

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

０８３‐９２２‐３２６８

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:湯田温泉

大好評の “あさくら” 温泉を是非ご堪能ください

露天風呂（イメージ）

料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です

ふくを極める ふくフルコースプラン
初代内閣総理大臣伊藤博文が愛したふぐ料理をフルコースで！

季節の食材を使った月替わり
のお料理（全１２品）

山口県の名産「ふく」満載の
コース料理（全９品）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

11,000円
13,000円土・休前日と

１２/２９

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

17,000円
19,000円土・休前日と

１２/２９

平日

３日前まで要予約

12/15～4/15
※12/22・23・31、1/1・2・6・7、
2/10・11は特別料金のため要問合せ
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

●日本三名塔 国宝
「瑠璃光寺五重塔（車１０分）
●日本の自然百選の一つ

「長門峡」（車４０分）
●秋吉台・秋芳洞（車３５分）
●明治日本の産業革命遺産「萩反射炉」

「松下村塾」などの萩（車６０分）
●角島、元乃隅稲成神社（車９０分）

お1人様プラス
2,000円でお部屋食に変更可
（2名様から）

お手頃温泉旅行プラン
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●マークのご案内 洗浄器付トイレ
（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置●マークのご案内  温泉  家族風呂 最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）
最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）
駐車場
（有料）

駐車場
（無料）

中
国
・
四
国

九
州

KKR 白浜 美浜荘
和歌山県西牟婁郡白浜町１５６４‐２

０７３９‐４２‐３３８３

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

客室一部ＢＴ付
【最寄駅】JR：白浜

日本三古湯（古泉）のひとつ白浜　
源泉かけ流し温泉宿

白浜温泉癒し旅 連泊湯治プラン

～1/31（12/30～1/3、
1/6・7除く）

料理（イメージ）

紀州名物３種のクエ料理お試しプラン
高級魚『クエ』料理をご堪能いただけるプランをご用意！

和歌山県
白浜温泉

料理長おすすめ日替り会席
（全８品）

～2/28（12/30～1/3除く）

3種のクエ料理（薄造り・唐
揚げ・小鍋）付の会席料理

1泊からＯＫ1泊からＯＫ

１泊２食 １室２名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

7,800円 6,800円 5,800円平日

■お１人様あたりの組合員料金

※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
無客室利用は1名様1,000円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預か
りします

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

12,800円
13,800円土・休前日

平日

アドベンチャー
ワールド
（車１０分）

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

０８２‐２２１‐３７３６

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

客室一部ＢＴ付
【最寄駅】ＪＲ：新白島

約３０㎡のエグゼクティブツインにご宿泊＆
ご朝食が付いてのスペシャルプライス

朝食バイキング付バリュープラン

●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）

バス・トイレ付客室／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

料理（イメージ）料理（イメージ）

味自慢 プレミアム会席プラン
旬の食材を丁寧に贅沢な会席料理に仕上げました

朝食は約30品目の和洋
バイキング

（広島県の名物も有）

旬の食材を使用した会席をご用意

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！

※１室１名様利用はプラス８００円
（平日のみ利用可）

■お1人様あたりの組合員料金
１泊朝食付

平　日 5,900円
土・休前日 6,900円

1室２名～

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～

9,900円
10,400円土・休前日

平　日

※１室１名様利用はプラス１，０００円（平日のみ利用可）

～1/31（12/18、12/31～1/2除く）

ＫＫＲホテル広島は平成３０年３月末日より休館いたします

KKR ホテル博多
福岡県福岡市中央区薬院４‐２１‐１

０９２‐５２１‐１３６１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】市営地下鉄：薬院大通

一日の始まりにバランスの良い朝食を!

健やか朝食付プラン

料理（イメージ）

ふくづくしの会席と味彩牛の
ステーキプラン

ふぐ三昧のコースを和創り「萌木」にてお召し上がりください

福岡県
博多

朝食はフレッ
シュな野菜を中心と
した和洋バイキング

冬季限定のふぐ料理に
大人気の味彩牛ステーキが付
いた豪華会席料理

１泊朝食付 土・休前日平日

6,500円 8,600円１室１名～

■お１人様あたりの組合員料金

到着時にウェルカムドリ
ンクをプレゼント

12/15～3/31（12/31
～1/2除く）／1日限定3組
／1名様プラス1,000円で
リニューアル客室に変更可

駐車場料金無料（通常
1泊1,000円）

●博多座（車１０分）
●「坂本冬美コンサート２０１８」
（1/20）
●ミュージカル「屋根の上のヴァ
イオリン弾き」（1/24～28）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

14,900円
17,100円土・休前日

平日

冬の
味覚

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

０８３‐９２２‐３２６８

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:湯田温泉

大好評の “あさくら” 温泉を是非ご堪能ください

露天風呂（イメージ）

料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です

ふくを極める ふくフルコースプラン
初代内閣総理大臣伊藤博文が愛したふぐ料理をフルコースで！

季節の食材を使った月替わり
のお料理（全１２品）

山口県の名産「ふく」満載の
コース料理（全９品）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

11,000円
13,000円土・休前日と

１２/２９

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

17,000円
19,000円土・休前日と

１２/２９

平日

３日前まで要予約

12/15～4/15
※12/22・23・31、1/1・2・6・7、
2/10・11は特別料金のため要問合せ
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

●日本三名塔 国宝
「瑠璃光寺五重塔（車１０分）
●日本の自然百選の一つ

「長門峡」（車４０分）
●秋吉台・秋芳洞（車３５分）
●明治日本の産業革命遺産「萩反射炉」

「松下村塾」などの萩（車６０分）
●角島、元乃隅稲成神社（車９０分）

お1人様プラス
2,000円でお部屋食に変更可
（2名様から）

お手頃温泉旅行プラン

KKR 道後ゆづき
愛媛県松山市岩崎町１‐７‐３７

０８９‐９４１‐２９３４

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１０：００

全室T付
【最寄駅】JR:松山

ごゆっくりしませんか道後で

道後連泊プラン

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

１日限定３室

料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しは3人前です

美食ふぐ会席プラン
ふぐ料理をどうぞご堪能ください

愛媛県
松山・道後温泉

季節の会席料理を提供

１泊からＯＫ１泊からＯＫ

ふぐ刺し、ふぐ
のから揚げをはじめと
したふぐ会席

★１名様プラス３，０００
円で『厳選とらふぐ会
席』に変更可

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

※３/１１～３１利用は１名様プラス１，０００円
★１室３名様利用はお１人様１，０００円引

１泊２食 
１室２名～ ２泊目１泊目 ３泊目 ４泊目以降

10,150円10,650円 9,650円 9,150円平日のみ

■お１人様あたりの組合員料金

１泊２食 土・休前日平日

14,800円 16,800円１室２名～

■お１人様あたりの組合員料金

熊本県
熊本

KKR ホテル熊本
熊本県熊本市千葉城町３‐３１

０９６‐３５５‐０１２１

チェックイン/１５：００
チェックアウト/１１：００

全室ＢＴ付
【最寄駅】ＪＲ：熊本

日頃の感謝を込めてがんばったプランを出しました

朝食付がまだすプラン

１日限定５組

和食コース（イメージ） 中国料理コース（イメージ）

選べる夕食

ふっこう元年

お得な！和・洋・中コ－スプラン
和洋中のシェフが腕をふるうコース料理の中からお選びください

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・ヨー
グルトなど熊本でのみ体験できる品々
をご用意

１日限定３組

「和・洋・中」からお好みのコー
ス料理が選べます（１グループ同一
コース）

※熊本弁でがんばるの意味

～4/30（12/31～1/2除く）／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）／多彩な客室タイプがご
ざいますのでお問い合わせください

チェックアウトまで駐車場料金無料

■お１人様あたりの組合員料金
１泊朝食付 １室１名～

土・休前日

平日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室１名～

土・休前日

平日

※九州産交バス（株）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

黒川温泉や天草・阿蘇へ
日帰りバス旅
お１人様3,000円～

前日１８時
まで受付

7,300円
8,300円

11,000円
12,000円
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