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　　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） ★蔵王名物「生ラムジン
ギスカン」に変更は1名様500
円引 ★蔵王牛小鍋会席に変
更は1名様プラス1,200円
（2日前まで要予約）

　　12/10～4/26（12/30～
1/3除く）／3日前まで要予約

　　お造り、焼き物、鍋、海の幸の味覚満載の
特別料理をお部屋食で

（4）
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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）

温泉情報温泉情報
源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は湯治湯として知られる名湯
源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は湯治湯として知られる名湯

温泉情報温泉情報
大浴場にはKKRホテル熱海の敷地
から湧き出る源泉を直送
大浴場にはKKRホテル熱海の敷地
から湧き出る源泉を直送

　　12/10～3/22
（12/31～1/1除く）

　　 朝食は和食
ビュッフェを無料
サービス
（7:00～9:00）

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
※到着後、中目黒駅に向かうバスにも乗車できます

　　JR川湯温泉駅 無料送迎（要予約）

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643KKRかわゆ北海道
川湯温泉川湯温泉

効能豊かな北の名湯100％かけ流し
安くてもこだわりの料理が味わえます

お得に宿泊♪得々プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 5,830円 6,330円
　　和食膳を日替わりでご用意

和食膳（一例）和食膳（一例）　　12/10～3/31（12/31～1/3除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円／
和室12畳利用は1名様プラス
500円／特別室利用は1名様
プラス1,000円

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484KKR はこだて北海道
函館・湯の川温泉函館・湯の川温泉

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR 蔵王 白銀荘山形県

蔵王温泉蔵王温泉
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131KKR ホテル中目黒東京都
中目黒中目黒 緑に包まれた都心のビジネスホテル

　　12/22～3/31／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

ゲレンデが目の前★パウダースノースキーを満喫！

冬蔵王満喫プラン
1泊2食 平日（2月以外） 土・休前日（2月以外）

1室2名～ 8,800円 9,800円
2月の全日

10,800円

当ホテル イチオシの特別料理コース

海の幸御膳プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 13,500円 14,500円
4/26
まで函館満喫 

得々プラン
1泊2食 1室1名～

※12/30～
　1/3除く

海の幸御膳海の幸御膳

スキー場スキー場

おしゃれな街 中目黒を散策しよう

カップル限定プラン
1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブルベッド） 6,500円

絶品！

　　●夕食時ワンドリンク
サービス ●モーニングコ
ーヒーサービス

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

045-621-9684KKR ポートヒル横浜神奈川県
横浜横浜 港の見える丘公園の一角に位置するホテル

リーズナブルステイプラン
1泊朝食付 1室2名～
平日7,800円 土・休前日9,300円

　　1/3～3/31／海
側バス・トイレ付和室／
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

素材を生かした体に優しいフレンチコース

カジュアルフレンチディナー付
プラン1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,300円 11,800円
　　●鮮魚のオードブル 
●本日のメイン料理 ●パ
ティシエからの一皿…など

　　●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」500円割引券付（1部
屋に1枚） ●未就学のお子様は添寝無料、夕・朝食時
ご飯＆ふりかけサービス ●車、チェックイン前から預
かり可

1/3～3/31

神奈川県逗子市新宿3-2-26

046-871-2042KKR 逗子 松汀園神奈川県
湘南

逗子海岸
湘南

逗子海岸 古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

1泊2食 1室2名～ 大人 小学生（お子様定食）

平日 9,980円 7,230円

　　12/10～2/28（12/28～1/5、1/12・13除く）／
土・休前日利用は1名様プラス2,000円／1室1名様利
用、大正館利用、トイレ付客室利用はプラス1,100円 
★シニア・中学生・幼児料金は、お問い合わせください

　　軽めの会席コース

東日本唯一のジンベイザメとイルミネーションを楽しもう

八景島シーパラダイスチケット付プラン

★通常大人3,000円の八景島シーパラダイスアクアリゾーツパス付

八景島シーパラダイスへGo
♪

八景島シーパラダイスへGo
♪

（車30分／電車50分）（車30分／電車50分）

　　 平日は季節のお膳料理、土・休前日は湘南和風会席

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321KKR 鎌倉わかみや神奈川県
鎌倉鎌倉

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

神奈川県 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710KKR 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

湘南
片瀬海岸
湘南

片瀬海岸

江ノ電江ノ電

　　1/4～3/31／1室1名様利
用はシングルルーム ★洋室のベッ
ドは全てシモンズ社製のダブルベッド

※1/12・13、2/9・10は平日料金に大人1名様プラス2,000円
★当館から車5分の「伊豆の国パノラマパーク」ロープウェイチ
ケット付（通常 大人1,800円、小人900円）

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

神奈川県鎌倉市由比ガ

0467-25-倉わかみや
風リゾートホテル

　　1/4～3/31／1室
用はシングルルーム★洋

みやげ処割引券付引券付券付券付券付券付付

春鎌倉物語特選会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 10,800円 15,300円
　　わかみや自慢の特選会席 ★1名様プラス1,000
円でお部屋食にグレードアップ可（和室のみ） 駐車場は宿泊日と翌日も終日無料！

1泊2食 平日 土・休前日と12/27～30、1/3・4

1室2名～ 7,850円 11,350円

　　 12/10～4/27（12/31～
1/2除く）／3/24～4/1利用は
1名様プラス1,000円／6畳利
用は1名様500円引

ファミリーで、グループで、ようこそ江ノ島へ！

平日は季節のお膳料理、土・休前日は湘南和風会席

浜4-6-13

4321
神奈川県 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710KKR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

湘南湘南
片片瀬海岸片瀬海岸

ノ電江ノ江江ノ電

名様利
室のベッ 駐車場は宿泊日と翌日も終日無料！

1泊2食 平日 土・休前日と12/27～30、1/3・4

1室2名～ 7,850円 11,350円

ファミファミファ リーでリ でで、グル、グループでプで、よう、ようこそ江こそ江ノ島へノ島へ島 ！！フ ミ

江ノ島春の彩りプラン

ダイヤモンドダスト 
in KAWAYU (2月）

夜の樹氷ライトアップ
（12/22～3/3
限定46日間）

中華街 春節（2月上旬）

函館山夜景観光バス（大人 2,000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
1日券 5,000円 ⇒ 4,800円
2日券 9,400円 ⇒ 8,800円
★館内レンタルスキーご用意あり

シャトルバス運行

外観外観

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350KKR 宮の下神奈川県
箱根箱根

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

　　12/24～3/22（12/29
～1/7、1/12・13、2/9除く）
／7日前まで要予約

極上の味覚を箱根で愉しむグルメプラン

神奈川県足柄下

046KKR宮の下奈川県
箱根箱根

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉
極上の味覚をを箱根で箱根で愉しむ愉しむグルメグルメプランプラン極上の

箱根で福ふくプラン パノラマ富士山プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,450円 16,650円
　　●ふぐ刺 ●ふぐ鍋 ●焼物 ●握り ●蒸物
～最後の雑炊までの本格的ふぐ会席

木賀会席プラン 1泊2食 1室2名～

※1室1名様利用はプラス1,500円（平日のみ利用可）
※12/29～1/4、
1/12・13、2/9除く

ふぐ会席ふぐ会席

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010KKR 伊豆長岡 千歳荘静岡県

伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

12/10～4/26（12/29～1/3除く）／1室1名様
利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

伊豆長岡で富士山を綺麗に見るなら

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,500円 11,000円

旬の食材を使った
会席料理

カジュアルフレンチカジュアルフレンチ

関東三大イルミネー
ション「湘南の宝石」江
の島ライトアップ（2月
中旬まで）

12月中旬から全客室が
トイレ付になります

江の島ライトアップ江の島ライトアップ

大好評

12/24～3/22
平日9,950円土・休前日 12,150円

伊豆の国パノラマパー
ク

伊豆の国パノラマパー
ク

（車5分）（車5分）

お子様（小学生まで） 　　　　　  全日　6,100円

平日9,500円土・休前日10,500円

KKR12月号特別料金KKR12月号特別料金

今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

＋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

http://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kawayu-tokutokuplan.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/2018/11/zao-winterplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/nakameguro-coupleplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/yokohama-casualfrench.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/yokohama-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/zushi-seaparadise.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kamakura-tokusenkaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/enoshima-harunoirodori.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/miyanoshita-fukufuku.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/miyanoshita-kigakaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/izunagaoka-fujisan.html


  

豚のしゃぶしゃぶ食べ放題プラン

豚のしゃぶしゃぶ豚のしゃぶしゃぶ

兼六園兼六園

伊勢まぐろサイコロステーキ会席伊勢まぐろサイコロステーキ会席

豪華近江牛会席豪華近江牛会席

とらふぐ会席とらふぐ会席

海鮮鍋海鮮鍋

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 7,800円 8,800円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 8,800円 9,800円

※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　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり
※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）
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新潟県妙高市関川2275

0255-86-2113KKR 妙高高原 白樺荘新潟県
池の平温泉池の平温泉

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

　　12/22～3/31（12/30～1/1除く）／1室1名
様利用はプラス500円／学生割（平日限定）大学生
までは大人料金から1,000円引★1泊朝食付（夕食な
し）は1名様2,000円引

スキー！ スノボ♪天然温泉

妙高大好き！

冬季限定

遊ぼう♪プラン

　　上信越の食材を使用した日替わり鍋料理

岐阜県
下呂温泉下呂温泉

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505KKR 下呂しらさぎ
日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

　　～12/29／
リビング付ツイン
ルームは別料金

　　伊勢まぐろサイコロステーキ、鮪三種焼き 
など（全8品）

料理長創作会席！

伊勢まぐろサイコロステーキ会席プラン ファミリー＆カップルプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 14,700円 15,700円

石川県
金沢金沢

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261KKR ホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

和洋折衷 能登牛和洋会席プラン
★希少な能登牛ステーキと自慢の郷土料理「治部煮」付
※除外日あり／詳細は施設に要問合せ

1泊2食

雪吊りの兼六園を散策しませんか

県
沢沢

石川県金沢

076-2KKRホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

雪吊りの兼六園を散園を散園園 策しま策しませんかせんか雪吊り

冬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
　　12/10～2/28（12/22・
23、12/29～1/3、1/12・13、
2/9・10除く）

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1～3名 6,900円 7,900円

三重県 三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226KKR 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

鳥羽鳥羽

鳥羽水族館入場券付

　　1/7～4/30／土・休前日利用は1名様
プラス1,500円（大人のみ）／トイレ無6畳
／トイレ付8畳利用は1名様プラス1,000円

　　貝3種陶板焼き、鯛飯茶づけなどの月替
わり会席 ★中学生は大人料理、小学生はお子様食

　　●「伊勢地ビール」1缶または「伊勢型紙＆
おぼろ」ガーゼハンカチ1枚プレゼント（中学
生以上） ●夕食時、小学生にシャーベット

1泊2食

大人（平日）

中学生（全日）

1室2名～

11,000円
10,000円

小学生（全日） 7,500円

山梨県甲府市塩部3-6-10

055-252-1327KKR 甲府ニュー芙蓉山梨県
甲府甲府

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

四季彩膳四季彩膳

甲府の四季を感じる贅沢な夕食が魅力

甲州牛会席プラン

　　 地元ブランド「甲州牛」と地元の
食材を生かした『四季彩膳』
　　12/10～4/26（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

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,950円 11,000円

富士御膳プラン
1泊2食　1室2名～
平日 8,950円
土・休前日 9,950円

※12/31～
　1/3除く

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259KKR 諏訪湖荘長野県

上諏訪上諏訪
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

　　12/10～4/6（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

組合員様だけの早春限定プラン♪

　　豚のしゃぶしゃぶ食べ放題の和風会席コース
★信州ワイン飲み放題＆ソフトドリンクバー全10種類付

信州ワイン飲み放題付信州ワイン飲み放題付

富士山頂付近に太陽
が重なる「ダイヤモン
ド富士」
真冬には、山梨県内
で観賞できるおすす
めスポットあり●諏訪湖（徒歩1分）●諏訪大社（車20分）

静岡県
沼津沼津

静岡県沼津市志下192

055-931-0592KKR 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

料理料理
　　12/10～1/31（12/26～
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

コスパが高いお得なプラン

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,650円 15,150円
　　あしたか牛ステーキ、かさごの煮付け、
桜海老のかき揚げなど駿河の味覚満載

海の幸山の幸プラン

●沼津港深海水族館（車10分） 冷凍シーラカンスをはじめ、
　珍しい深海の生物を60種1,500匹展示
●三島スカイウォーク（車30分） 日本一長い吊橋　富士山が見える！
●沼津漁港（車10分） 水揚げされた新鮮な魚介類が楽しめる飲食店街

人気

入園券付

新プラン登場！

●池の平温泉スキー場（車2分）
★未就学児リフト料金無料　
●妙高杉ノ原スキー場（車10分)
★小学生以下リフト料金無料
※リフト1日券を特別価格でご用意します
※レンタルショップのご案内できます

池の平温泉スキー場池の平温泉スキー場

岐阜県
平湯温泉平湯温泉  岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626KKR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

とらふぐ会席・海鮮鍋・和会席から選べます

豪華３プラン

四季彩会席四季彩会席席席席席席席選べる冬の会席プラン

　　平湯温泉
バスターミナル 
無料送迎（要予約）
　　12/10～3/31
（12/29～1/3除く）
／4日前まで要予約

　　夕食を予約時にお選びください
●とらふぐ会席：下関より取寄せの
　とらふぐ
●海鮮鍋：ズワイガニ等、海の幸
　10種を盛り込んだ豪華海鮮鍋
●和会席：季節の奥飛騨会席

1泊2食 1室2名～ 海鮮鍋・和会席 とらふぐ会席

全日 11,800円 12,800円

滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020KKRホテルびわこ滋賀県
琵琶湖

京都府
京都

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

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

075-222-0092KKR 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

　　和室1室大
人4名様以上利
用で鯛の薄造
りサービス

びわこ一望の露天風呂と近江牛を満喫！

豪華近江牛会席プラン
平日 土・休前日

1室2名～ 16,250円 18,750円

　　近江牛4種料理（寿司・
溶岩焼・しゃぶしゃぶ・炙り）
をご賞味 ★1名様プラス3,000
円で「近江牛極み会席」に変更可

※12/7・24～27と1/11からの金曜日は平日料金から1名様プラス
1,000円 ※12/14・21・28、1/4は平日料金から1名様プラス1,500
円 ※12/29・30、1/4は土・休前日料金に1名様プラス1,500円

　　12/10～1/31
（12/31～1/3除く）
／客室定員利用 ※2月
以降の料金は要問合せ

京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が
KKR宿泊割引券（2,000円）と併用可能
※詳細は直接施設にお問い合わせください

12/22チェックインから4/7チェックアウトまで
京都・びわこ共通

　　12/10～2/28（12/31
～1/2除く）／客室定員利用

※12/22・23・29・30、1/3は土・休前日料
金に1名様プラス1,000円 ※2/24・25は
平日料金に1名様プラス1,000円 ※別途、
宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

冬の味覚の会席、選べるコース

1泊2食1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 14,650円 16,650円
　　●ふぐ付会席 ●かに
付会席 ●和牛会席 ●京
会席「清滝」から選択可 
※ふぐ付会席の予約・変更・取
消はご予約日の2日前まで

かに付会席かに付会席

★兼六園入園券（大人310円相当）付

※3/23～31利用は大人1名様プラス500円
お子様（小学生まで） 　　　　       全日　7,000円

お子様（小学生まで） 　　　　　   全日　5,000円

4/26
まで

2/28
まで

平日15,900円土・休前日16,900円

温泉情報温泉情報
日本三名泉「下呂温泉」
チェックインから翌朝9時まで入浴ＯＫ！
日本三名泉「下呂温泉」
チェックインから翌朝9時まで入浴ＯＫ！

★鳥羽水族館入場券（通常大人2,500円）付

鳥羽水族館鳥羽水族館
（車10分）（車10分）

（5）

＋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
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

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/numazu-uminosachiyamanosachi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/myoko-asobou.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/suwako-syabusyabu.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kofu-kousyugyukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kofu-fujigozen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kanazawa-fuyunosansaku.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kanazawa-wayokaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/10/hirayu-winterplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/gero-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/toba-suizokukan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/biwako-oumigyukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kyoto-shikisaikaiseki.html
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＋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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（6）　平成30年12月10日（6）　平成30年12月10日

※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　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり
※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）

客室客室

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

7,500円
5,000円
6,500円
7,000円

土・休前日と
12/23、1/13、2/10

10,000円
6,000円
8,000円
8,500円

12/31と1/1

12,100円
7,000円
9,000円
9,500円

12．1．2．3冬プラン組合員限定組合員限定

　　 12/22～3/15
（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）

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

梅田 大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利

大阪府
森之宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122KKR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

　　12/10～3/20（12/21～25、12/31～1/3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／改装前客室は1名様1,000円引

大阪城を目の前に12Fのレストランで豪華な気分で夕食を

リニューアル特別記念2食付プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,400円 12,400円
　　●季節御膳 ●洋食セットメニュー からお選び
ください ※和食は前日まで、洋食は3日前まで要予約 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
※12/31～1/3除く／改装前客室は1,000円引

3/20
まで

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631KKR 城崎 玄武和歌山県
白浜温泉

兵庫県
城崎温泉

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

冬の味覚プラン
1泊2食 1室2名～ かにづくし

平日(トイレなし和室) 15,900円
かに御膳

17,900円

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

　　12/10～3/31（12/29～1/3除く）／
土・休前日、1室1名様（平日のみ可）、T付客
室利用は1名様プラス1,000円

　　かにづくし：かにすき鍋・焼きがに・
　　　　　　　かに刺し・雑炊
かに御膳：かに料理の会席コース

愛媛県
松山・道後温泉

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934KKR 道後ゆづき

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

　　12/10～3/31（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）／3日前まで要予約

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

　　ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ唐揚げ等

山口県
湯田温泉

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268KKR 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

　　12/10～3/31（12/22・23、
12/29～1/3、1/12・13、2/9・10・
24は特別料金のため要問合せ)／
3日前まで要予約

本場山口で「ふく(河豚)」をたらふく堪能

トラふくフルコースプラン

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,000円 10,000円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 18,350円 20,350円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 15,300円 17,300円
　　ふくヒレ酒、ふく刺し、ふく唐揚、
ふくチリ、ふく雑炊 など（全9品）

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361KKR ホテル博多福岡県
博多 福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

●駐車場料金無料
●レストランでワンドリンクサービス
12/10～3/30（12/30～1/3除く）／
1日限定3組

な
る
な

福岡県福岡市中

5KKRホテル博多
贅沢なコースに仕上げました

ふぐ料理に味彩牛ステーキの豪華会席

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 15,340円 17,440円

熊本県
熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

096-355-0121KKR ホテル熊本
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

朝食会場から「熊本城」大天守復元した姿をご覧いただけます

がまだすプラン

　　50種以上の和洋朝
食バイキングには、郷土
料理や国際味覚審査機
構で三ツ星獲得ASOミ
ルク・ヨーグルト付

　　●「くまモン」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

　　12/10～4/30（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）

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1名～ 7,400円 8,400円

朝食付
※熊本弁でがんばるの意味

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383KKR 白浜 美浜荘
“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

鮑付き四季めぐり会席プラン
アドベンチャーワールド入園券付

1泊2食
1室2名～

3/31
まで

一番お得！ お試しプラン！

お得な旬彩ご膳プラン

　　12/10～3/31（12/29
～1/3、2/9・10除く）／1室
1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）

　　料理長おまかせの
和食膳で海の幸をご賞味

坊ちゃんプラン
1泊2食 1室2名～

※12/30～1/3除く

3/31
まで

9,650円～14,150円

洋食洋食

平日15,300円 16,300円土・休前日
★アドベンチャーワールド1日券（通常大人4,500円）付
★中・高校生は1,000円引／小学生は全日8,800円
※12/29～1/3除く

旬彩御膳旬彩御膳

※写真のふく刺しとふくちりは
　4人前です
※写真のふく刺しとふくちりは
　4人前です

かにづくしかにづくし

アドベンチャー
ワールド（車10分）
アドベンチャー
ワールド（車10分）

城崎温泉７つの外
湯めぐり
（施設にて無料券
プレゼント） かに御膳かに御膳

温泉情報温泉情報
敷地内から湧く湯量豊富な自家
源泉と庭園露天風呂を満喫
敷地内から湧く湯量豊富な自家
源泉と庭園露天風呂を満喫

●日本三名塔 国宝
「瑠璃光寺五重塔」
(車10分) 
●萩（車60分） 
●津和野（車75分）

※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

露天風呂露天風呂

健やか朝食付プラン
1泊朝食付 1室2名～
平日6,700円 土・休前日8,800円

※12/30～1/3除く

3/30
まで

※写真のふぐ刺しは4人前です※写真のふぐ刺しは4人前です 朝食朝食

●
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真
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る
場
合
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ま
すす
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福岡県福岡市中

092-5KKRホテル博多福岡県
博多 福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
贅沢な贅沢なコースコ スに仕上に仕上げましげましたた贅沢な

ふぐ料理に味彩牛ステーキの豪華会席

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～1室2名 1515,340340円 1717,440440円
※写真のふぐ刺しは4人前で※※写写真のふぐ刺しは4人前でぐ刺しは4人人前前でで

ふくづくし会席と味彩牛ステーキプラン

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/umeda-fuyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/osaka-2syokutuki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/osaka-breakfast.html
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