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第864号　毎月1回10日発行 平成29年4月10日　（5）

※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（消費税込）の料金です　※施設により、別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」とお伝えください）

●北海道庁旧本庁舎赤レンガ
庭園（徒歩1分） ●札幌時計台
（徒歩10分） ●さっぽろテレ
ビ塔（徒歩10分） ●札幌ドー
ム（地下鉄＋徒歩30分） ●小
樽（電車45分

当館から市電の乗り場まで徒歩4分♪
函館駅、元町、ベイエリア、五稜郭などの
観光に便利

1泊2食 1室2名～ 平日
4月

5月

6月

9,500円

10,000円

10,500円

1泊朝食付 1室2名～ 平日

4/10～4/28

4/29～6/2

6/3～6/30

3,900円

5,800円

7,200円

組合員様限定
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北海道庁旧本庁舎（イメージ）北海道庁旧本庁舎（イメージ）

ビジネスや観光にもオススメ！朝食付のお得プラン

KKR ホテル札幌
JR札幌駅より徒歩5分、旧道庁に隣接

北海道 011-231-6711
北海道札幌市中央区北四条西5-1

お得なプランで温泉もお食事も堪能したい♪

KKR はこだて
北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

0138-57-8484
北海道函館市湯川町2-8-14

札幌

北海道
函館・湯の川温泉

条件
地元産の旬の食材をたっぷりと使った和食膳
★朝食には函館名物『イカ刺し』付♪

1名様プラス2,000円でご夕食グレード
アップ＆お部屋食（要予約）

　　  4/10～6/30
（4/28～5/6利用は要
問合せ）／ 4月・5月の
土・休前日利用は1名
様プラス1,000円／ 6
月の土・休前日利用は
1名様プラス1,500円

条件

カジュアルプラン 函館満喫 得々プラン

4/10～6/30 ／土・休前日利用
は1名様プラス2,000円／ 1室1
名様利用はプラス1,400円

道庁の景色を楽しめる
レストランでご朝食

五稜郭（イメージ）五稜郭（イメージ）

●みなかみ町藤原周辺（5月上旬～中旬） 
●沼田公園桜祭り（4月上旬～5月上旬） 
●水明荘周辺（4月中旬～下旬） 
※天候等により開花時期が前後する場合があります 

KKR 水上 水明荘
天然温泉１００％＆新緑に包まれた静かな一軒宿

0278-72-2345
群馬県利根郡みなかみ町大穴859群馬県

水上温泉

美味しさ、ボリュームともに大満足の赤城山麓牛
しゃぶしゃぶ鍋をご用意
4/10～6/30条件

赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋プラン

しゃぶしゃぶ（イメージ）しゃぶしゃぶ（イメージ）

蔵王エコーライン
経由でお釜までド
ライブ（約50分）

KKR 蔵王 白銀荘
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

023-694-9187
山形県山形市蔵王温泉904-8山形県

蔵王温泉

　　  4/10～6/30
／土・休前日利用は1
名様プラス1,000円
／トイレ付客室利用
★8名様まで一緒に
泊まれるお部屋あり
（要予約）

条件蔵王早春プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

●渋谷（電車4分）　●新宿三丁目（電車10分）
●六本木（電車10分）　●表参道(原宿)（電車13
分）　●銀座（17分）●横浜（電車25分）
※中目黒駅からの所要時間

好評! なかめの湯24：00までOK

KKR ホテル中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

03-3713-8131
東京都目黒区東山1-27-15

東京都
中目黒

スタンダードプラン

大浴場「なかめの湯」（イメージ）大浴場「なかめの湯」（イメージ）

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♪

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

東京都
竹橋

神奈川県
横浜

神奈川県
湘南･片瀬海岸

和洋朝食バイキング（AM6:30～9:00）

☆ご家族限定☆

春から初夏の

朝食会場（イメージ）朝食会場（イメージ）

あじさいは江ノ電沿線の
長谷寺等の名刹をご案内
（6月中旬頃が見頃）

4月は江ノ島限定宿泊券でプラン料金から1,000円割引

KKR 江ノ島 ニュー向洋 
江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

0466-23-7710
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

春の江ノ島散策プラン

江の島（イメージ）江の島（イメージ）

カジュアルフレンチコースと横浜の夜景をご堪能ください！

KKR ポートヒル横浜
港の見える丘公園の一角に位置するホテル

045-621-9684
神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

横浜 花園プラン

バラと山手111番館（イメージ）バラと山手111番館（イメージ）

JR水上駅　無料送迎（要予約）
迎え 14:10 15:45 16:40
送り  9:15 10:00

送迎

1泊2食 平日

1室2名～ 11,350円 13,050円

土曜日と4/30～5/51泊2食 1室2名～ 平日
4/10～22、
5/7～6/10 7,600円

4/23～27、
6/11～30 8,600円

※4/28～5/6利用は全日1名様1泊2食 9,600円　

★12歳以下のお子様添寝無料（4歳～12歳 朝食代700円）

※4/29～5/2利用は1名様プラス1,000円
※5/3～6利用は1名様プラス1,500円

※ご予約・お問合
せは施設まで

8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
（定員5名）

新設和洋室（イメージ）新設和洋室（イメージ）

　　  旬の素材を駆使した調理長おすすめ
会席 ★牛カルビ鉄板焼きに同料金で変更
可 ★蔵王名物生ラムジンギスカンは1名
様500円引

行楽シーズン到来!! 水上に新緑の季節がやって来ます！

復活

駐車場無料（宿泊当日6:00～翌22:00）特典

朝食は和食ビュッフェを無料サービス 4/10～6/30条件

全日

1泊サービス朝食付 1室1名 シングル

7,100円 6,600円

1室2・3名ツイン・トリプル

火曜日から土曜日の15：00から
30分毎に中目黒駅出発 最終 22：00
中目黒駅バスターミナル先TSUTAYA横⇒ホテル
※詳細は施設にお問い合わせください

4/10～6/30（土・休前日を除く）／ 1室2名様利用はお1人様
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名様利用は皇居側のデラックスツイン

条件

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

4/10～6/30／ 1室1名様利用はプラス
1,000円／トイレなし和室6畳

条件

平日はお膳料理
(定食)、土・休前
日は会席料理で
おもてなし

●車・荷物、朝から預かり可
●飲物の持込料が無料

特典

1泊2食 平日
1室2名

（海側和室）12,000円 13,000円

土・休前日

　　  4/10～6/30 ／ 1室3～4名利用や山手側和室利用
は割引あり／洋室利用は要問合せ／ 3日前まで要予約
条件

モーニングコーヒーをサービス特典

　　  ●プティオードブル ●本日のお魚またはお肉料理
（1品） ●季節の果実とプティケーキ･･･など♪

10,350円

■1泊2食 1室2名～

12,350円

土・休前日平日

豚のしゃぶしゃぶ 
食べ放題プラン

6,800円 9,500円

ファミリープラン
朝食付

1室2・3名

1泊朝食付 平日

9,200円 7,700円

日・祝日 

22,200円

■3泊4日(素泊まり) 1室2・3名
（延泊 7,400円）

ロングスティプラン 6/30
まで
6/30
まで

KKR江ノ島ニュー向洋限定宿泊券（1,000円）
※4月まで5,000円以上の宿泊プランで使用できます
※お問い合わせは施設まで

★4月は江ノ島限定宿泊券で
上記より1,000円引

全室有線LAN.
WiFi完備

100%天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ

14,000円

■1泊2食　1室2名～
平日 15,000円土・休前日

YOKOHAMA ローズガーデンプラン 6/30
まで
6/30
まで

★夕食はシェフ自慢のフレンチフルコース
※4/29～5/6の料金は施設に要問合せ

6/30
まで
6/30
まで

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/01/hakodate-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-zao-sousyunplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-minakami-gyusyabuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-meguro-standardplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20160316-yokohama-hanazonoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20160316-yokohama-roseplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Enoshima-HarunoSansakuPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Enoshima-ButaShabuTabehodaiPlan.html


＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
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うれしいうれしい
無料送迎付 は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）

第864号（6）　平成29年4月10日

熱海海上花火大会（5/13、6/10）
熱海港から約3,000発の花火が打
ち上げ ★ホテル屋上からよく見えます

KKR ホテル熱海
全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

0557-85-2000
静岡県熱海市春日町7-39静岡県

伊豆・熱海温泉

4/16～6/30（4/29、5/3～5除
く）／花火大会開催日は土・休前
日料金に1名様プラス2,000円
／ 1室4名様以上利用はお1人
様1,000円引

条件
料理（イメージ）料理（イメージ）

静岡県産３種肉陶板焼きプラン
1泊2食 平日

1室2名～ 12,800円 15,800円

土・休前日

和食会席＆お肉の大満足プラン

静岡県産3種肉（牛・豚・鶏）を
使用しています

16,800円

■1泊2食 1室2名～

19,800円土・休前日
平日

伊勢海老＆鮑＆
金目鯛プラン

金目鯛1匹を
まるっと豪快
に煮付けに

1泊2食

4/10～28、6/1～30の平日

1室2名～

10,850円

11,350円

13,850円

4/30～5/31の平日

土・休前日

4/10～6/30 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

条件

JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00（要予約）送迎

※4/29、5/3～5/6は土・休前日料金に1名様プラス2,500円
●沼津漁港：昼食におすすめ！新鮮な魚介類
が楽しめる飲食店街（車10分） ●沼津港深
海水族館：深海生物にスポットを当てた水族
館（沼津漁港隣接） ●三島スカイウォーク：
日本最長のつり橋（車20分）

KKR 沼津 はまゆう
駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

055-931-0592
静岡県沼津市志下192静岡県

沼津

金目鯛（イメージ）金目鯛（イメージ）

金目鯛の煮付けプラン
ボリューム満点！ 秘伝の熟成タレをたっぷり絡ませてどうぞ

まるごと1匹！

鯛の塩釜焼き、しらす、桜海老の盛り合せ、
他に季節の会席料理付
●貸切温泉家族風呂無料　●卓球台使用料無料

●伊豆の国パノラマパーク（車5分） ●韮山反
射炉（車10分） ●三島スカイウォーク（車30分）

千歳荘から春の「美味しい」をお届け！

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

055-948-0010
静岡県伊豆の国市古奈82静岡県

伊豆長岡温泉

条件

鯛・しらす・桜海老プラン

桜海老（イメージ）桜海老（イメージ）しらす（イメージ）しらす（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 10,900円9,900円

土・休前日

 4/10～6/30（4/29～5/4除く）／ 1室1名様
利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）／洋
室利用は1名様プラス1,000円（2名定員）

新登場！

特典

湯沢高原高山植物園アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで徒歩5分）
4月下旬よりグリーンシーズン営業開始

日替わり新潟の名酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

KKR 湯沢 ゆきぐに
展望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる宿

025-784-3424
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574新潟県

越後湯沢

春の香りのお料理と美味しい
水で茹でた新潟そばをご用意

舞茸の土瓶蒸しと
季節の山菜天婦羅＆新潟そばプラン

山菜天婦羅（イメージ）山菜天婦羅（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 10,300円9,300円

土・休前日

JR越後湯沢駅　
無料送迎（要予約）

送迎

条件 4/10～6/30
（5/3～5除く）

●日替わり新潟の名酒飲み放題
●ソフトドリンク飲み放題

特典

※頸南バスが実施するもので、手配・媒介・取次を行なうものではありません

（4/17まで／
前日までの予約制）お花見

情報
お花見
情報

高田公園直行シャトルバス「夜桜ライナー」高田公園直行シャトルバス「夜桜ライナー」

　　  和食コースと
唐揚げ食べ放題
　　  4/10～4/30
／ BT付客室は1室あ
たりプラス3,000円

1泊2食 平日 4/10～4/17

1室1名～ 7,200円

4/18～4/30

7,700円

条件

　　  妙高高原駅 
無料送迎（要予約）
送迎

高田城夜桜（イメージ）高田城夜桜（イメージ）

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

2,000円大人 1,000円子供

お花見散策プラン
少し早めの夕食で、夜桜を見に行こう！

KKR 妙高高原 白樺荘
自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

0255-86-2113
新潟県妙高市関川2275新潟県

池の平温泉

いもり池 水ばしょう祭
（4月中旬～下旬）

長野県産
ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

KKR 諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

0266-58-1259
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7長野県

上諏訪温泉

長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース食べ放題が
メインの和風会席コース

　　  4/10～6/30 ／ 5/3～6は別料金のため要
問合せ／ 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

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）
1泊2食

1室2名～

平日

9,800円

土・休前日

10,800円

お子様
（小学生まで）
全日7,000円

※4/12～14、4/16～21、4/30、5/1は平日料金に1名様プラス500円

●ロビーに無料ソフトドリンクバー ●女性のお客様に
おしゃれ浴衣ご用意 ●貸切家族風呂利用無料(先着順)

●高島城（徒歩約10分）
●高遠城址公園（車約60分）
※例年の見頃は4月中旬

お花見
情報
お花見
情報

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

1泊2食 1室2名～

平日 8,950円

土・休前日 9,500円

姫さまの井戸♪
元気が貰える、癒される、そんなパワースポット！

KKR 甲府ニュー芙蓉
富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

055-252-1327
山梨県甲府市塩部3-6-10山梨県

甲府

　　  山梨ブランド牛のワ
インビーフを月替わりの
調理法でご提供します

4/10～6/30（4/29～5/6
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

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

武田神社（イメージ）武田神社（イメージ）

パワースポットプラン

武田神社境内「姫井戸」（車7分）
延命長寿＆万病退散、特に女性は恋愛運
がUPするとも言われています

石川名物
最近話題の「のどぐろ」が食べられます♪♪

KKR ホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

076-264-3261
石川県金沢市大手町2-32

石川県
金沢

のどぐろ会席プラン

兼六園へは徒歩8分、その他にも当館を拠点に
茶屋街、近江町市場への散策もラクラク

1泊2食 平日

1室2名～ 14,100円 15,100円

土・休前日

4/1～7/31／ 5/3～6、6/3は別料金条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

「のどぐろ」は徒歩5分の近江町市場から新鮮なものを仕入れ ！
他に「治部煮」など金沢自慢の味をご堪能

　　  季節の創作
会席料理 
★ご希望の方に
は、釣った魚を焼
いてご提供します

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（14:30～18:00）

送迎
10,650円

■1泊2食 1室2名～

12,150円土・休前日
平日

木賀会席プラン 6/30
まで
6/30
まで

初体験の方も、釣り大好きな方も、みんなで遊べます♪

KKR 宮の下
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

0460-87-2350
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014神奈川県

箱根

条件

親子で遊ぼう♪ます釣り体験付プラン

ニジマス（イメージ）ニジマス（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 12,650円11,150円

土・休前日

8,000円お子様（小学生）
子ども膳　全日 6,800円お子様（幼児）

お子様ランチ
　　  4/10～ 6/4（5/3～ 5除く）
／ 1室1名様利用プラス1,500円
（平日のみ利用可）

※釣り上げた魚は重量でお買い上げいただきます
（1㎏ 1,900円）　★釣竿・えさは無料でご用意

箱根宮城野国際ます釣場
釣り堀センター（バス5分）

http://www.kkr.or.jp/hotel/news/2017/03/28.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-miyanoshita-masutsuriplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/miyanoshita-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/atami-specialplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170316-izunagaoka-sakuraebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-hamayuu-kinmeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-yuzawa-dobinmushiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Myoko-OhanamiSansakuPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-kamisuwa-steakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-koufu-powerspotplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Kanazawa-NodoguroKaisekiPlan.html
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白良浜海水浴場
（徒歩2分）

今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索

最高級A5飛騨牛4品、季節の前菜、海の幸のお造り
等の豪華飛騨牛会席

平湯温泉バスターミナル 
無料送迎（要予約）

送迎

●ゆけむり朝市（徒歩3分） ●飛騨小坂の滝めぐり
（車40分） ●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

●新穂高ロープウェイ（通年営業） ●上高地（4月中旬～11月中旬
頃） ●乗鞍スカイライン（5/15～10月下旬） ●平湯大滝公園（通
年営業） ●平湯民族館（不定休） ●春の高山祭（4/14・15）

KKR 下呂 しらさぎ
日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

0576-25-5505
岐阜県下呂市森1209岐阜県

下呂温泉

4/10～6/30（5/3～6除く）／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

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

最高級和牛A5等級飛騨牛と山海季節の豪華会席

KKR 平湯たから荘
敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

0578-89-2626
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12岐阜県

平湯温泉

条件

雅会席プラン 春の巧味会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 1室1名～

4月

平日

10,300円

11,600円5月・6月

彩り鮮やかな春の会席をお楽しみください

KKR 鳥羽 いそぶえ荘
鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

0599-25-3226
三重県鳥羽市安楽島町1075三重県

鳥羽

三重県の２大ブランド食材を堪能できるグルメプラン

1泊2食 平日

1室2名～ 17,800円16,800円

土・休前日

4/10～7/31（4/29～5/6は
別料金）／ 1日3組限定

飛騨牛和風ミニステーキ、浅利鍋、竹の子と
海老の治部煮ほか（全7品）
※5月から献立が入れ替わります

9,400円

■1泊2食　1室2名～

★塩分を3g程度に抑えた会席料理　※お問い合わせは施設まで
平日 11,400円土・休前日

減塩会席付宿泊プラン

うれしいうれしい
無料送迎付

A5飛騨牛

近江牛4種料理（寿司・溶岩焼・しゃぶしゃぶ・炙り）
★1名様プラス3,000円で近江牛会席最高峰の「近江牛
極み会席」に変更可 桜の名所100選『海津大崎桜クルーズ』

大人2,880円（4/20まで）
※琵琶湖汽船㈱が実施するもので手配・媒
介・取次ぎをするものではありません※詳細
は施設へお問合せください

びわこ一望の露天風呂と近江牛を満喫

KKR ホテルびわこ
悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1滋賀県

琵琶湖

条件

豪華近江牛会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 5/7 ～ 日～木曜日

1室2名～ 17,750円16,250円

金曜日

18,750円

土・休前日

4/10～ 6/30（5/6までの料金は要問合せ）／客室定員
利用時料金

　　  4月まで「寿司点心」、5月
から「四季御膳」をご用意
※上記の他「ステーキ御膳」も選択可

名古屋城へはとても近く、緑豊かな環境です
名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

052-201-3326
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

愛知県
名古屋

条件

名城散策プラン

寿司点心（イメージ）寿司点心（イメージ）

1泊2食 

平日

1室2名～

11,400円

10,400円

土・休前日 4/10～6/30

清々しい季節の

近江牛を満喫

名古屋城（徒歩5分）
名古屋城復元事業
「対面所・下御膳所」
一般公開

　　  ●名古屋城入場券プレゼント（大人500
円相当）●13時からチェックインＯＫ（通常15
時）●ワンドリンク無料券進呈（夕食時利用可）
●1室2名様以上は名古屋城側客室●1室3名
様利用は1部屋あたり1,000円引●小学生ま
での料金対象のお子様は1,000円引

特典

和室1室大人4名様以上利用で鯛のうす造りサービス特典
選べる京料理5種類　●はも会席　●あゆ会席　
●あわび会席　●和牛会席　●京会席・清滝

●京都御所／京都迎賓館（徒歩約5分）
●下鴨神社（電車orバス約8分）●平安
神宮（電車orバス約15分）●二条城（電
車orバス約20分）

5種類の京料理の中からお好きなものを選べる！

KKR 京都くに荘
鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

075-222-0092
京都府京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町27-3京都府

京都

条件

四季彩会席・夏～選べる会席5種類

はも会席（イメージ）はも会席（イメージ）

1泊2食 1室2名～

6/1～10、7/22・29、8/1～4

6/11～7/14、7/17～21、
7/23～28・30・31

15,150円

14,150円

平日

6/1～8/4（7/15・16利用は別料金のため要問合せ）／
土・休前日利用は1名様プラス2,000円／客室定員利用

6,700円

■1泊朝食付
平日 7,700円土・休前日

さわやか朝食付プラン

1階『タリーズコーヒー』
にて「ホットドッグ」or「パ
ンケーキ」のプレート朝
食（7:00～11:00）

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♪

KKR ホテル梅田

KKR ホテル名古屋

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
06-6362-6800
大阪府大阪市北区堂山町4-1

大阪府
梅田

条件

タリーズ朝食付プラン

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

パンケーキプレート（イメージ）パンケーキプレート（イメージ）

1泊朝食付

1室2名
（ツイン）

平日のみ

6,800円

4/10～6/30（5/3～5、土・休前日を除く）／素泊まりは
1名様800円引／ 1日限定3室／電話予約限定

●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）

伊勢海老の姿造り(2名様で1尾)、松阪牛の陶板焼
き、 ほかに月替わりで旬の魚介料理付

●水族館めぐり（鳥羽水族館/
伊勢シーパラダイス/志摩マリ
ンランド）●伊勢神宮（車30分）

条件

松阪牛と伊勢海老プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 13,350円11,850円

土・休前日と4/28～5/6

　　  4/10～6/30 ／トイレなし
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) 8,500円

■1泊2食　1室2名～
10,000円土・休前日

基本会席 伊勢志摩プラン

JR大阪駅から徒歩8分！

1泊朝食付 平日

1室2名 6,500円 8,500円

土・休前日と4/10～18

  　　 4/10～6/30／ 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／セミダブル1室
2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）／ 1名様プラス1,000円で
リニューアルフロア利用可

条件

　　  大阪城を眺めながら12Fのレストランで
和洋朝食バイキング

平日限定
初夏の大阪! 美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

KKR ホテル大阪
眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

大阪府
森之宮

健康一番朝食付プラン

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

6/30
まで
6/30
まで

6/30
まで
6/30
まで

6/30
まで
6/30
まで

平日

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-takara-miyabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-gero-takumikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-nagoya-meijyosansakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/toba-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-shimaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-biwako-oumikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-kyoto-kaiseki5plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/umeda-chosyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-osaka-genenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-renaissance.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
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1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円 7,400円

土・休前日

　　  4/10～ 6/30／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／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／3日前まで要予約

条件

　　  夕食は7種類から当日レストランでお選び
ください ●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)

1泊朝食付

1室2名～

平日 土・休前日

7,300円 8,300円

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

特典

駐車場料金無料（通常1泊500円）
条件 4/10～6/30／1名様プラス1,000円で

城側客室に変更可（2名様から）

特典

朝食バイキング付バリュープラン
★エグゼクティブツインルーム（約30㎡）利用■1泊朝食付 1室2名～

5,900円平日 6,900円土・休前日

但馬牛3品（しゃぶしゃぶ・ステーキ・炙り握り寿司）
がメインの豪華会席

※1室1名様ご利用の場合はプラス1,000円（平日のみ利用可）

●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）

七つの外湯めぐり
城崎温泉は浴衣で温泉を巡る外湯めぐりの
発祥の地と言われています

KKR ホテル広島
広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

082-221-3736
広島県広島市中区東白島町19-65

広島県
広島

料理（イメージ）料理（イメージ）

地元ブランドの但馬牛を味わい尽くす特別会席

KKR 城崎 玄武
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

0796-32-2631
兵庫県豊岡市城崎町湯島75兵庫県

城崎温泉

条件

但馬牛会席プラン えらべる夕食プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プラン

1泊2食 平日

1室2名～ 14,900円13,900円

土・休前日

4/10～6/30 ／ 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

●活きイセエビ（外国産）盛り合せ：
伝統の調理方法でふっくら優しい
味わいのイセエビをお造りで
●肉厚の活きアワビを熱々の陶板
焼きで
●生ウニを使った豪華釜めし

元乃隅稲成神社（車90分）
米CNN 日本の最も美しい場所
31選に選ばれています

豪華な海の幸と温泉をお楽しみください♪

KKR 山口 あさくら
良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

083-922-3268
山口県山口市神田町2-18山口県

湯田温泉

条件

三大海の幸会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 18,500円16,500円

土・休前日

4/10～6/30（4/29、5/3～6除く）

2食付でお気軽宿泊

元乃隅稲成神社（イメージ）元乃隅稲成神社（イメージ）

菊池和牛と旬の野菜を生かした会席料理

●天神（車5分）　●中洲
（車10分）　●キャナル
シティ博多（車10分）

上質な霜降りと味わいある赤身のバランスに優れた菊池和牛

KKR ホテル博多
福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

092-521-1361
福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

福岡県
博多

条件

旬野菜と菊池和牛の会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室1～3名 12,700円10,600円

土・休前日

4/10～6/30 ／和室またはデ
ラックスツイン利用は1名様プ
ラス1,000円／ 1日限定3室

全客室デザイナーズルーム＆全室シモンズベッド

KKR ホテル熊本 
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

096-355-0121
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

熊本県
熊本

がまだすプラン

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

鯛しゃぶしゃぶ、本日のお刺身、鯛の香味焼、穴
子天婦羅、鯛のあら炊き、郷土料理「ひゅうが飯」
など（全9品）※仕入の都合により内容、お魚の種類等
が変わる場合があります 道後温泉本館

今年10月頃から耐震工事に入りますので、現状
の建物でのご入浴にはお早目にお越しください

鯛のおいしいこの時期だけの特別プラン

KKR 道後ゆづき
名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

089-941-2934
愛媛県松山市岩崎町1-7-37愛媛県

松山・道後温泉

条件

鯛しゃぶしゃぶプラン

鯛しゃぶしゃぶ（イメージ）鯛しゃぶしゃぶ（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 14,650円12,650円

土・休前日

4/10～6/30（4/29～5/6除く）／ 1室1名様
利用はプラス1,000円

駐車場料金無料
（通常1泊1,000円）

6,200円

■1泊朝食付 1室1名～
平日 8,300円土・休前日

健やか朝食付プラン

12,200円

■1泊2食　1室2名～
平日 13,200円土・休前日

くまもとづくし会席プラン

 平成28年10月リニューアル
1泊朝食付

※熊本弁でがんばるの意味電話予約限定

6/30
まで
6/30
まで

6/30
まで
6/30
まで

6/30
まで
6/30
まで

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20160927-tajimgyukaisekiplan.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/2017/03/20170326-asakura-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-dougo-taishabuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-hakata-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-kumamotojyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20170326-kumamoto-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/



