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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）

水

料金



●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）

2

水

料金

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

北海道
川湯温泉

北の名湯！源泉1００％かけ流し温泉

北海道の旬を満喫

お得に宿泊！得々プラン

四季御膳プラン

KKR かわゆ
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉１-２-１５

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

摩周湖（イメージ）

料理（イメージ）

●神秘の摩周湖（車２０分）
●硫黄山（車５分）
●天下の絶景美幌峠（車５０分）
●白つつじフェスタ硫黄山散策
　（６/１０～７/１０）

北海道の旬食材を存分に
使った和食会席料理

旬の食材を使用
した和食膳

　　　　　１名様プラス
１，５００円で特別室に変更可

■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食 土・休前日平日

6,830円 7,830円１室２名～

015-483-2643

６/１～９/３０（８/１１・１２
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

モーニングコーヒーを
サービス

JR 川湯温泉駅 無料送迎
（要予約）

■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

8,330円
9,330円

北海道
函館･湯の川温泉

KKRはこだて 得々プラン

KKR はこだて
北海道函館市湯川町２‐８‐１４

０１３８-５７-８４８４
旬食材をレストラン食でお得に満喫♪ 
2 泊目はさらにお得！

お部屋でゆったり夕食を食べたい！
というお客様にぴったり

２名様から利用可

６/１～８/３１／土・休前日
利用は１名様１泊プラス
１，５００円／３名様以上１室
利用はお１人様５００円引
※別途、 入湯税（１泊あたり

１５０円）をお預かりします

１泊２食　１室１名～

平日 11,500円
 ７月・８月　

10,500円
６月

■お1人様あたりの組合員料金

旬の味覚を味わう 美食会席プラン
１泊２食　１室２名～

平日 13,500円
 ７月・８月　

12,500円
６月

■お1人様あたりの組合員料金

★２泊目以降は１名様５００円引 旬の食材を使った和食会席

ちょうど良い量と言われる美
味しい和食会席をお部屋食
でご用意

※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
※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

1,700円
函館山夜景（イメージ）函館山夜景（イメージ）

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

宿泊と朝食のシンプルなプランを
特別価格で!!

北海道
札幌

夏の連泊プラン

カジュアルプラン

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泊以上でご宿泊をお考えの方に嬉しい連泊プラン！！

●ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り：
大通公園ほか、市内各所

　（６/７～１１）
●さっぽろ夏まつり：大通公園
ほか（７/２０～８/１７）

1泊からOK

※土・休前日利用は１名様プラス２，０００円

１泊朝食付　１室２名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

7,200円 6,700円 6,200円平日

■お1人様あたりの組合員料金

１名様プラス２，０００円でスーペリア
ツインに変更可（2名様以上）

さっぽろ夏まつり（イメージ）

北海道庁旧本庁舎（イメージ）北海道庁旧本庁舎（イメージ）

６/３～９/３０／１室１名様利
用はプラス１，４００円／１日限定５組

北海道庁赤レンガ庭園を望
む抜群のロケーションでご朝食

■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　

7,200円
9,200円

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

外観
朝食

仙台市宮城野区榴岡４‐１‐５ ０２２-２９９-６２１１
国産牛を使用した夕食と人気の
バイキング朝食付のお得なプラン
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

夕食は安心の国産牛ステー
キ、朝食は口コミでも好評
な地元の食材を使用した朝
食バイキングをご用意
６/１～９/３０

●仙台すずめ踊り（７/２２・２３）●仙台七夕祭り（８/６～８）

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

朝食

ステーキ（イメージ）ステーキ（イメージ）

外観外観

北
海
道



●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）

3

山形県
蔵王温泉

緑爽やかな高原避暑地で１００％天然温泉と大自然、
そして山形の味覚を満喫

お得な湯治連泊プラン

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

平日限定
1泊からOK

１泊２食　１室２名～ １泊目 ２泊目 ３泊目以降

8,600円 8,100円 7,600円平日

■お1人様あたりの組合員料金

６/１１～９/３０（８/１０～８/１９除く）

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
旬の素材を駆使した調理長おすすめ会席

★朝食に大好評『山形漬物バイキング』
★牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g）に変更可
　（要予約）

期間限定！旬の贅沢食材を使った料理長特選新作メニューをご堪能ください
蔵王牛の焼きしゃぶ・若鮎の天婦羅・
だだちゃ豆のビシソワーズ付
■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～ 10,800円 11,800円
 土・休前日と８/10～19　平日

６/１～９/３０ポン酢で食べる蔵王牛の焼きしゃぶ、
若鮎の天婦羅、だだちゃ豆の冷製スー
プの３品を加えた会席膳

★６/１～１０利用は１名様１，０００円引

●蔵王エコーライン経由でお釜までドライブ（約５０分）
●お釜行定期バス（1日 1便、7/31まで土日祭日、8/1から毎日運行、片道
1,470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
※別途、入湯税（１泊あたり１５０円）を
お預かりします　　　

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

バスでお越しの方へ

特選会席プラン特選会席プラン
さくらんぼ（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

お釜（イメージ）

８畳＋ツインベッドの
和洋室が今年１月に完成！
８畳＋ツインベッドの
和洋室が今年１月に完成！
※ご予約・料金などお問合せは施設まで

（2室）

お１人様プラス２，２００円で
蔵王牛しゃぶしゃぶ又はすき
焼き膳に変更可（要予約２日
前／２人前から）

新設和洋室（イメージ）

漬物バイキング（イメージ）

30分食べ放題　1,500円
（6月中旬～7月初旬）

※詳しくは施設にお問い合わせください

露地もの佐藤錦露地もの佐藤錦

東
北



●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）

4

東京都
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

ロングスティプラン

東京グルメプラン

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

■お1人様あたりの組合員料金
素泊まり3泊4日 全日

26,400円(延泊8,800円)
22,200円(延泊7,400円)１室２・３名

１室１名

１名様プラス１，４００円にて和洋
バイキングのご朝食（ＡＭ６：３０～９：００）

１３時からチェック
イン可
（通常１５時）

１日限定２０室／
３泊から利用可

2食付の充実したプランを
ご用意しました

１泊２食 １室２・３名１室１名

15,600円 14,600円全　日

■お1人様あたりの組合員料金

１日限定１０室

東京軍鶏の一人鍋や穴子の天麩
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

６/１～９/３０／１室２名様の場合、
１名様プラス１，５００円で皇居側デラック
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となります

駐車料金無料
（６：００～翌２２：００）

デラックスツイン（イメージ）

３泊４日以上で
同じお部屋ならお得！

夕食・朝食付夕食・朝食付

料理（イメージ）

東京都
中目黒

お得な土・日・月曜日限定 連泊プラン

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

平成２８年２月に客室・大浴場をリニューアル！
風呂なしのお部屋でも大浴場で満足

６/３～９/３０の土・日・月曜日
（８/１３～１５、９/１６～１８除く）
※火～金曜日は１泊目と同額で宿泊可（連
泊割引なし）全室有線LAN、WiFi完備

●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

１泊サービス朝食付 １泊目 ２・３泊目

6,100円
7,100円
6,600円

5,600円
6,600円
6,100円

１室１名
（シングル　風呂なし）

１室１名
（シングル　風呂付）

１室２名
（ツイン　風呂付）

■お1人様あたりの組合員料金

朝食は和食ビュッフェ
を無料提供

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

シャトルバス運行

シャトルバス（イメージ）

大浴場（イメージ） ツインルーム（イメージ）

日・月でも1泊でもOK

組合員

関
東



●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）

5

老若男女問わずご好評の会
席風和食コースをご用意

６/１～９/１５／海側バス・トイレ
付和室／山側和室・３名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／２名様から利用可
※７/１５～８/１０、8/１５～２６利用は１名様プラ
ス１，０００円

※８/１１～１４利用は別料金のため施設に要問合せ

モーニングコーヒーをサービス

神奈川県
横浜

客室からは港の見える丘公園、横浜ベイブリッジが
一望できます

横濱ブルーライトプラン横濱ブルーライトプラン

板長のおすすめ会席風和食と
横浜の夜景をご堪能ください

ハマの板長おすすめ
夜景（イメージ）

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

素材を生かした体に優しい
カジュアルフレンチコース

１泊２食 土・休前日平日

11,800円 12,800円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

１泊２食 土・休前日平日

13,800円 14,800円１室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

料理（イメージ）料理（イメージ）

外観（イメージ）

プラン

神奈川県
湘南･逗子海岸

古都鎌倉・逗子・葉山 紫陽花めぐりプラン

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

全室BTなし
【最寄駅】JR:逗子、京急:新逗子

鎌倉は電車でひと駅、葉山はバスで
のんびりめぐる花の旅

■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

5,980円
7,980円松汀園名物

豪快舟盛り付コース

ちょっと軽めの
会席コース 　　　6/1～7/7（土・休前日を除

く）／1室1名様利用はプラス
1,100円／1日限定3室

　　　午前中から荷物預り・駐車
場OK！チェックアウト後もOK！

夏季は午前中から翌日16時まで休憩室無料！

選べる贅沢グルメ＆
思いっきり海水浴プラン

●到着日の午前9時から休憩室・駐車
場・温水シャワー無料

●チェックイン13時から可（要予約）
●チェックアウト後16時まで休憩室
使用可

夏季特典7/1～8/31

　　　7/1～9/30（7/15・22・
29、8/5～15・19・26、9/16・
17除く）／2名様から利用可

　　　バス・トイレなし和室／大
正館指定は1名様プラス1,100円

海まで
3分

1泊２食 土・休前日と7/9～8/31平日

9,980円 11,980円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

　　　選べるグルメは、葉山牛サー
ロイン、葉山牛しゃぶしゃぶ、あわ
び、9月限定伊勢海老から1品お選
びください（グルメは1品2名様以
上、1グループ3種類まで）
★2品選べるよくばりプランは1名様プラス2,000
円で OK！　6名様以上で個室宴会無料で小宴会
にも最適（要予約）

贅沢グルメ（イメージ）贅沢グルメ（イメージ）

舟盛（イメージ）舟盛（イメージ）

平日ならではのお得価格☆連泊なら昼食サービス！

珍しいお野菜と、
近隣の漁港や産直鮮魚を使った会席料理

神奈川県
湘南･片瀬海岸

湘南の初夏プラン

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

料理（イメージ）料理（イメージ）

　　　６/１～９/３０（土・休前日、７/３０～８/１８除く）
／６畳トイレなし客室／トイレ付客室は１名様プラス
１，０００円／バス・トイレ付客室は１名様プラス２，０００円

１泊２食

平日のみ 7,980円 6,980円
１室２名～１室１名

洋野菜、鎌倉野菜、
産直鮮魚を使った 新会席料理宿泊プラン

　　　６/１～９/３０（７/２９～８/１９除く）
／８畳トイレ付客室／バス・トイレ付客室
は１名様プラス１，０００円／トイレ無客室は
１名様１，０００円引／１室１名様利用はプラ
ス1,000円

新江ノ島水族館（徒歩１５分）
イルカ・アシカショーをはじめ、見どころいっぱい
★チケット付宿泊プラン（平日　９，８００円～）
※お問い合わせは施設まで新江ノ島水族館（イメージ）新江ノ島水族館（イメージ）

平日限定

★料理長からのお楽しみ
１品サービス
★連泊の場合、食堂でおに
ぎり又はおそばの昼食付
（希望者のみ）

量は控えめお膳
料理でご提供

■お 1人様あたりの組合員料金

お好きなお飲物 1杯サービス

珍しいお野菜と産直鮮魚の
お造り付の会席料理

★ワンドリンクにはスパークリング
ワインがおすすめ！

減塩しょうゆ
あります

車、荷物等朝から預かり可

おすすめの宿限定
ワンドリンク付

１室２名～
■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

平日

土・休前日

11,800円
13,800円

神奈川県
鎌倉

江ノ電沿線で割引や特典が受けられる
「のりおりくん」で絶景スポットを巡ってみませんか

ぶらり鎌倉の旅プラン

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

9/1～9/30／2名様
から利用可

江ノ電1日乗車券「のりおりくん」
付（大人600円相当）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室2名～ 11,800円 15,300円
 土・休前日　平日

鎌倉にあじさいを見に行こう！

鎌倉・長谷寺★あじさいプラン
紫陽花おすすめスポット長谷寺☆拝観券付♪

1泊2食 6/1～30の平日 7/1～14の平日 土･休前日

14,500円 11,800円 15,300円1室2名～

■お１人様あたりの組合員料金

6/1～7/14
／2名様から利用可

●長谷寺拝観券付（大人300円相当）
●わかみやオリジナル温泉の素（熱海の湯1回分）付

●長谷寺の紫陽花眺望散策路は有名です
（江ノ電長谷駅より徒歩5分）
●おすすめ夕陽スポット☆材木座海岸
～由比ガ浜～稲村ケ崎が絶景です！

季節を彩る会席料理（全9品）
※1名様プラス1,000円で夕食をゆったりお部屋食に変更
可（和室限定）
★1名様プラス2,000円で4種類の中からメイ
ンが選べる旬の『グルメ会席コース』も大人気！
（金目鯛のしゃぶしゃぶ・黒毛和牛のすき焼き・
黒毛和牛のステーキ・信玄どり八丁すき焼き）江ノ電（イメージ）

長谷寺（イメージ）

江ノ電1日乗車
券

「のりおりくん
」付

江ノ電で行きたい！

関
東



●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）
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神奈川県
箱根・木賀温泉

初夏の箱根を愉しむ旅
“紫陽花”と天然源氏ホタルの“宮の下”へ

木賀会席プラン

鰻釜めし（イメージ）

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

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

山海の味覚を存分
に味わえる季節の
創作会席料理

初夏の箱根路をグルメプランで満喫

ホタル
（イメージ）

●KKR宮の下敷地内の
天然源氏ホタル（5月下
旬～6月中旬頃）

※天然源氏ホタルは、天候や自然
環境の変化等により見られな
い場合もあります

●箱根登山鉄道沿線の
あじさい（6月下旬～7月
中旬頃）

　　　　　　　 1名様プラス5,000円
で『露天風呂付客室』に変更可（2名様から）

6/1～7/31（7/15・16除く)／
1室1名利用はプラス1,500円（平日のみ
利用可）
★6/1～6/7、7/2～7の平日は1名様

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）

うなぎ釜飯プラン国産使用

1泊２食

平日 12,650円
1室２名～

土･休前日 14,150円

■お１人様あたりの組合員料金

1泊２食 土・休前日平日

10,650円 12,150円1室２名～

■お１人様あたりの組合員料金

まずはそのまま素材の旨みを、
次に山葵とねぎで、最後に出汁をかけ
てひつまぶし風に

6/1～7/14（6/10除く）

●伊勢海老のお造り●鮑の陶板焼き
●金目鯛の煮付け（切り身）
★月替わりの釜飯と伊勢海老の味噌汁付

源泉かけ流しの露天風呂と
お肉の陶板焼きでお腹も心も満腹

静岡県
伊豆・熱海温泉

静岡県産３種肉陶板焼きプラン

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

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

相模湾一望の露天風呂（イメージ）

料理（イメージ）

料理
（イメージ）

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
型銘柄豚ふじのくに）●鶏(静岡県
産ふじのくにいきいきどり）

6/1～9/30（7/15・16、8/5
～20、9/16・17、花火大会開催日を除
く）／土・休前日利用は1名様プラス
3,000円

伊勢海老・鮑・金目鯛がついた豪華スペシャル会席

1泊2食 1室2名～ 7/17～8/4､8/21～316/1～7/14、9/1～9/30

12,800円 13,300円平日

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 土 ･休前日平日

16,800円 19,800円1室2名～

■お1人様あたりの組合員料金

1室4名様以上利用はお1人様
1,000円引／和洋室利用は1名様プラス
500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

●熱海城＆トリックアート入場券フロ
ントにてご用意（通常1,800円→
1,400円＋ソフトクリーム付）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

静岡県
沼津

露天風呂が岩風呂になりました！

魚介類と野菜を濃厚なウニでしゃぶしゃぶ

露天風呂（イメージ）

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

沼津で温泉三昧プラン沼津で温泉三昧プラン沼津で温泉三昧プラン西伊豆

1泊２食 土曜日と7/27・28、8/20平日

9,350円 12,850円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

※8/21～25・27は平日料金に1名様プラス
2,000円

※8/21～25・27は平日料金に1名様プラス1,000円

旬の食材を使った会席料理

海鮮ウニしゃぶプラン新登場！

1泊２食 土曜日と7/27・28、8/20平日

11,350円 13,850円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～9/30（8/5～19除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）
★６月の平日は１名様５００円引

※7/15・16・22、7/29～8/4、
8/26、9/16・17は土曜日料
金に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

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）
●沼津港（車10分）
●三島スカイウォーク（車30分）

★同料金で「鮮魚7種盛
プラン」に変更可

ウニの濃厚な出汁で魚介や野菜
をしゃぶしゃぶする「ウニしゃぶ」
付の会席料理

料理（イメージ）

〆は雑炊で

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

鯛を丸ごと一匹塩で包み旨味を閉じ込めた塩釜焼き！

夏前にのんびり…夏休み後にのんびり…
やっぱり温泉で連泊！

静岡県
伊豆長岡温泉 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

1泊からOK

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 7,700円 7,200円 6,700円
3泊目以降2泊目1泊目

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
旬の食材を使った日替わり会席料理

鯛・しらす・桜海老プラン新登場！

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

メインは鯛の塩釜焼き！ ほかに「しらす」
「桜海老」の盛り合せ付！

6/1～9/30（7/15～8/20
除く）／洋室利用は1名様プラス
1,000円（定員2名）／2名様から
利用可
※9/16・17・23・24利用は土・休前日料金

から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

貸切風呂使用料無料
（かけ流しの温泉です！）

●世界遺産「韮山反射炉」（車10分）
●修禅寺（車20分）
●三嶋大社（車20分）

桜海老（イメージ）

7/13
まで

大好評連泊プラン  17,600円
KKR伊豆長岡千歳荘とKKR沼津はまゆう各施設1泊ずつ
※お問い合わせは各施設まで　　　　　　　　 （日・月・火・水・木ご宿泊限定）

かけ流しの露天風呂で湯治プラン

★「鯛・しらす・桜海老」を「金目鯛の煮付」又は
　「静岡県産あしたか牛ステーキ」に変更可

2泊4食付

伊
豆
・
箱
根



●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）
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うれしい駅までうれしい
無料送迎付

群馬県
水上温泉

爽やかな風＆天然温泉100％のお風呂を
お楽しみください！

群馬名産の赤城山麓牛を最も美味
しく召し上がれるしゃぶしゃぶで

初夏の寛ぎ連泊プラン

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

1泊からOK
連泊する
ほどお得♪

赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋プラン

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 8,350円 8,150円
2泊目

7,650円
3泊目1泊目

6/1～9/15（6/27～30、7/15～
8/31除く）／土・休前日は1名様プラス
1,700円／1室1名様利用はプラス
2,000円

季節の彩りに富んだ料理
長おすすめ会席をご用意

大満足！
■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室２名～ 11,350円 13,050円
 土・休前日　平日

6/1～9/15／2名様から利用可

美味しさ、ボリューム
ともに大満足「赤城山
麓牛しゃぶしゃぶ鍋」
をご用意

トイレ付和室利用
※別途、入湯税（1泊あたり

150円）をお預かりします

水上から直行バスで尾瀬へ
→13ページをご覧ください

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

谷川岳（イメージ）

しゃぶしゃぶ（イメージ）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付ロープウェイ山頂駅付近では

高山植物と湯沢の町並みが一望

新潟県
越後湯沢温泉

平日限定連泊プラン

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

1泊からOK

6/1～9/30
（7/22～9/2除く）

調理長のおまかせ
日替わり御膳料理

■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 8,700円 7,900円
2泊目以降1泊目

季節の素材を使ったお料理と展望温泉でゆったり

夏野菜と豚肉のせいろ蒸し＆新潟そばプラン

6/1～10/6（7/22～9/2除く）

●夏野菜と豚肉の蒸篭蒸し＆新
潟そば（6/1～7/21）

●松茸入り釜飯と土瓶蒸し
（9/3～10/6）

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食

1室2名～ 8,900円 9,900円
 土・休前日　平日

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）

1室1名様利用はプラス2,000円
（平日のみ利用可）／ベッドルーム利用は
1名様プラス1,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

日本酒飲み放題＆ソフト
ドリンク飲み放題
JR越後湯沢駅　
無料送迎（要予約）

アルプの里／あやめヶ池（イメージ）

7/21まで

長野県
上諏訪温泉

一晩中入れるかけ流し温泉、畳敷きの館内でのんびり

7/23～8/27は諏訪湖で連日花火が上がる！
ステーキからデザートまで約40種類が食べ放題！ 飲み放題付！

かけ流し温泉プラン

ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付
すわっこ祭りバイキングプラン

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

1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～ 8,300円 7,300円
2泊目以降1泊目

季節感楽しめる調理長
おすすめ御膳

★ハーフバイキング＆ソフトドリンク飲み放題付
★連泊の方にはサービス昼食をご用意（宿泊中日）

～ 9 / 2 9
（土・休前日、7/13
～9/4除く）／1室
1名様利用はプラ
ス５00円

1泊2食 1室2名～

9,800円
10,800円
13,800円

7/14･18～21･23～28､
8/24･25･27～31､9/1･3

7/15～17･22､7/29～31､
8/1～4･6～10･16～18･20～23･26
8/5･11～14･19

■お1人様あたりの組合員料金

7/14～9/3（8/15、9/2除く）
／2名様から利用可

●ステーキ・寿司・刺身・デザート
など約40種類が90分食べ放題
●生ビール・信州ワイン・ソフトド
リンクが飲み放題

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

料理（イメージ）

花火
（イメージ）

●諏訪湖で連日花火が上がる！
『サマーナイトファイヤーフェスティバル』
約800発（7/23～8/27）

●諏訪湖の夜空を彩る花火大会
　『ゆったり湖花日和』約3,000発（7/17）

連泊がお得

諏訪湖まで
徒歩 1分

関
東
・
信
越

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

新潟県
池の平温泉

月替わりお手軽コース

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

車で60分圏内で戸隠神社、
春日山城、上田城の観光など
見どころが沢山！笹ヶ峰まで
車40分！

　　　6/1～9/30（8/11～15除く）
／バス・トイレ付客室は1室プラス
3,000円
※別途、入湯税1泊あたり150円をお預かり
します

キッズバイキング
お子様（高校生まで）
さらに小学生は寝具なしなら無料！

1泊2食1,280円

1泊2食 1室1名～ 7月・8月6月・9月

7,700円 8,200円平日

■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

10,500円平日

11,500円

■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

　　　信越の食材を使用した上方仕
立ての優しい和食を〆は鯛茶漬けで

鯛御膳プラン鯛御膳プラン丸ごと！

　　　鯛を使った蒸し物、揚
物、あら汁に最後は鯛茶漬けで
〆るコース

大好評！にいがた和牛（陶板＆
しゃぶしゃぶ）コースに1名様プ
ラス2,850円で変更可

笹ヶ峰牧場（イメージ）

（イメージ）泉質抜群の
源泉かけ流し
泉質抜群の
源泉かけ流し

鯛茶漬け（イメージ）

鯛茶漬け付

夕食には一部ブッフェ付／
唐揚げ食べ放題‼

　　　●連泊は2泊目以降600円引
●ソフトドリンク滞在中無料飲み放
題●アルコール飲み放題1,500円→
1,200円でご用意！



●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）
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うれしい駅までうれしい
無料送迎付

岐阜県
平湯温泉

A5飛騨牛が1品付いた季節の奥飛騨
和会席プラン

奥飛騨 和会席プラン

最上級『A5』飛騨牛を豪華4種折込んだ、
季節の奥飛騨雅会席

奥飛騨 雅会席プラン

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

■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室２名～ 12,200円 13,200円
 8月と土・休前日　平日

1室1名様利用はプラス
2,000円／1日限定5室

A5飛騨牛が1品付いた月替
わりの和会席料理

1日限定3室/2名様から利用可

飛騨牛は全てA5等
級を使用し、季節感
溢れる地元食材との
コラボレーション！

6/1～9/30（8/5～8/15除く）
※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）

1泊２食 ８月と土・休前日平日

16,800円 17,800円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

●1名様プラス
1,000円でバス・トイレ付特別室で
お部屋食に変更可
●高級飛騨家具のベッドルーム利
用は1名様プラス1,000円（1日限
定1室2名様）

料理（イメージ）

ぶどう狩り
7/20～送迎付試食無料のぶどう狩りへ

山梨県
甲府

ぶどう狩りプラン

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

■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室２名～ 8,950円 9,950円
 土・休前日　平日

6/1～9/30
（8/11～15除く）
※ぶどう狩りは7/20から

山梨ブランド食材のほか、四
季折々の素材を和食会席に
しました

さくらんぼ・桃・ぶどう…フルーツどっさり！山梨へ

フルーツ歳時記プラン

6/1～9/30
（8/11～15除く）

山梨ブランド牛と旬の食材
を使用した会席料理

■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室２名～ 9,950円 10,500円
 土・休前日　平日

●河口湖ハーブフェスティバル
　（6/16～7/9　※大石会場は7/17まで）
●北杜市ひまわり畑でサンフラワーフェス
　（7月下旬から）
●武田神社境内　名水「姫の井戸」（車7分）
　延命長寿、万病退散のご利益があるといわれる
　名水は、いつでも自由に「お水取り」ができます

　　　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

7月は小粒で甘いデラ
ウエア、8月はキングデ
ラ＆緑の粒マスカット、
9月はいよいよ巨峰の
出番♪
ぶどうは品種を変えて
長期楽しめます！
★試食無料＆提携農
園の無料送迎付

ぶどう
（イメージ）

河口湖／大石公園（イメージ）

料理（イメージ）

食べ頃は6月上旬から下旬
★提携農園にて
  30分2,000円→1,800円

さくらんぼ狩り

さくらんぼ（イメージ） ひまわり（イメージ）

姫の井戸（イメージ）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付下呂温泉でごゆっくりお寛ぎくださいませ

岐阜県
下呂温泉

 夏・湯ったり連泊プラン

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

1泊2食 平日のみ 1・2泊目

7,900円1室1名～

3泊目 4泊目 5泊目以降

7,200円 6,200円 5,800円

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～7/21（土・休前日を除
く）／2泊から利用可

日替わりミニ会席

調理長が１０年本場京都で修業した、
本格京会席をお楽しみください

1泊２食 8/3と土・休前日平日

14,500円 15,500円1室1名～

■お1人様あたりの組合員料金
6/1～9/30

鮑しゃぶしゃぶ、飛騨牛山
椒煮、手毬寿司５種盛合
わせ、お造り、鱧黄味煮、
茄子田楽ほか（全９品）
※献立は7月と9月に変更となります

●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

リビング付ツインルームは別料金
※別途、入湯税（1泊あたり150円）

をお預かりします
JR下呂駅 無料送迎（要予約）

 鮑風味しゃぶと手毬寿司会席プラン

料理（イメージ）

平日限
定

初夏の

甲
州
・
中
部



●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）
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うれしい駅までうれしい
無料送迎付

和歌山県
白浜温泉

日本三古湯（古泉）のひとつ白浜
源泉かけ流し温泉宿

連泊湯治プラン

料理長が手がける贅沢な海鮮会席料理をご用意♪

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

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

1泊からOK

1泊2食 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

6/1～9/30（7/15～8/31、9/16・17除く）

料理長オススメの日替
り会席料理（全8品）

6/1～9/30（7/15～8/31
除く）／トイレ付客室／トイレ
なし客室は1名様1,000円引

　　　新鮮な伊勢
海老とあわびを贅
沢に使った会席

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

アドベンチャー
ワールド
アドベンチャー
ワールド（車10分）
昨年誕生した赤ちゃん
パンダに会える♪

伊勢海老とあわびの
贅沢三昧プラン

伊勢海老とあわびの
贅沢三昧プラン

料理（イメージ）

1泊２食

土・休前日

平日 13,800円
14,800円

1室２名～
■お1人様あたりの組合員料金

赤ちゃんパンダ
（イメージ）

豪華食材を満喫

うれしい駅までうれしい
無料送迎付お伊勢参りの拠点にぴったり♪ご負担の少ない連泊プランです

三重県
鳥羽

連泊得々プラン

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

6/1～9/30（土・休前日、7/28、
8/6～13除く）

伊勢湾近海の魚介類を使
用した海鮮会席料理（日替
わり）

長寿の縁起物「伊勢海老」「鮑」「鯛」が全て味わえる
不動の人気No.1プランを、お値打ち価格でご案内

伊勢海老の姿づくりと
鮑の柔らか陶板焼きプラン
■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室２名～11,350円 12,850円
 土・休前日と7/28、8/5～13　平日

6/1～9/30／2名様
から利用可

　　　●季節の前菜　●鯛と
ぷりぷり伊勢海老の姿造り（2
名様で1尾）　●柔らか鮑の陶
板焼き（蒸し焼き）●絶品・鯛茶
漬け、ほか

●伊勢神宮 ●二見興玉神社 
●猿田彦神社 ●熊野古道

トイレ無6畳客室／トイレ付
8畳利用はプラス1,000円／バス・ト
イレ付特別室利用はプラス2,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預か

りします

1泊からOK平日限定

※１室1名様利用はプラス1,000円

２泊目

３泊目以降

平日のみ

7,850円
7,350円
6,850円

1泊目

1泊２食１室２名～
■お1人様あたりの組合員料金

伊勢海老
（イメージ）

伊勢神宮／宇治橋（イメージ）

石川県
金沢

当館を拠点にごゆるりと散策をお楽しみ
ください !!

最近話題の高級魚「のどぐろ」が食べられます♪

のどぐろ加賀会席プラン

KKRホテル金沢
石川県金沢市大手町2-32

076-264-3850(←プラン予約専用電話)

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

朝食は和洋バイキング

石川名物
のどぐろは新鮮なものを近江町

市場から仕入れるので大変美味！ほかに
も「治部煮」など金沢自慢の味をご堪能
ください

6/1～9/30（6/3、8/11～14、9/16・
17除く）／シングル・ツイン・トリプル・和室
３名利用

●早めのチェックイン14時（通常15時）
●ゆっくりチェックアウト12時（通常11時）

ホテルを拠点に古都金沢を気ままに散策
目の前の金沢城址公園を抜けると兼六園、
ひがし茶屋街へも歩いて行けます 料理（イメージ）

ひがし茶屋街（イメージ）

1泊朝食付
１室１～３名 ２泊目以降1泊目

7,600円 7,100円6/1～7/14の
平日

8,100円 7,600円7/15～9/30の
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泊２食 1室1～3名

14,100円平日

15,100円土・休前日

■お1人様あたりの組合員料金

歴史・文化散策連泊プラン
1泊からOK

朝食会場（イメージ）

緑豊かな名古屋城が見える会場でご朝食

愛知県
名古屋

KKRホテル名古屋
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326

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

種類豊富な和洋朝食
バイキング

名城めぐりと季節料理を堪能！

季節を感じる「旬彩御膳」
または「ステーキ御膳」
●名古屋城入場券
（大人500円相当）
●13時からチェックイン可
（通常15時）

●名古屋城（徒歩5分）
●徳川美術館（車15分）

●ワンドリンク無料券進呈
（夕食時に利用可）
●1室3名様以上で1部屋
あたり1,000円引

6/1～7/31

初夏の名城 散策

1泊朝食付 1室1名～

6,700円
7,700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1名～

10,400円
11,400円 土・休前日　

平日

■お1人様あたりの組合員料金

旬彩御膳（イメージ）

さわやか 朝食付プラン

プラン

北
陸
・
東
海
・
近
畿



●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）
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城崎をお得に満喫！

兵庫県
城崎温泉

料金プラスでお料理グレードアップ可能!!料金プラスでお料理グレードアップ可能!!

城崎お気軽プラン

湯めぐり
プラン

但馬牛会席（イメージ）

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

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食

1室２名～ 7,400円 8,400円
 土・休前日　平日

6/1～7/14
ご夕食はミニ会席

1泊２食 土・休前日平日

8,900円 9,900円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～9/30（8/11～14除く）ご夕食は和会席コース

●牛しゃぶ会席（2名様から） 
1名様プラス2,000円

●焼きがに付会席1名様プラス
3,000円

●但馬牛会席1名様プラス5,000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
※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

●城崎マリンワールド（車10分）
●玄武洞公園（車10分）
●こうのとりの郷公園（車20分）
●「天空の城」竹田城跡（車60分）

竹田城跡（写真提供：吉田利栄）

ミニ会席付

城崎

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

大和会席（イメージ）

奈良県
奈良

連泊割引プラン

奈良 選べる会席プラン選べる会席プラン

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】JR、近鉄:奈良

古都奈良の町並みをゆっくり
散策してみませんか

お夕食は好評の『四季会席・大和』または『大和牛会席』

※土・休前日は1名様プラス1,000円

　　　6/1～9/30（8/5～15除く）
／1室1名様利用はプラス1,000円

大和牛会席（イメージ）

●ライトアッププロムナードなら
　（7月中旬～9月下旬）
●なら燈花会（8/5～14）
●春日大社・東大寺万燈籠
（8/14・15）
●采女祭（9/15）

1泊2食 1室2名～ 1泊目 2泊目 3泊目以降

11,300円 10,300円 9,300円平日

■お1人様あたりの組合員料金

1泊からOK

地元の食材を活かした創作会席

1泊2食 土・休前日平日

13,300円 14,300円1室２名～

■お1人様あたりの組合員料金

　　　夕食は2種類から選べます
●地元食材を厳選した贅沢な会席
『大和会席』
●深い旨味がありながら柔らかく
あっさりした『大和牛会席』

奈良

奈良
近
畿



●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）
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大好評の“あさくら”温泉を是非ご堪能ください

お手頃 温泉旅行プラン

※8月利用は1名様プラス1000円、9月利用は1名様プラス500円
※7/15・16、8/10～14、9/16・17・9/22・23は特別料金

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

6/1～9/30

季節の食材を使っ
た月替わりのお料
理（全12品）

1泊2食 土・休前日平日

14,000円 16,000円1室1名～

■お 1 人様あたりの組合員料金

1泊2食 土・休前日平日

10,800円 12,800円1室1名～

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～9/30（7/15・16、
8/10～14、9/17・18・23は特
別料金のため要問合わせ）／3日前
まで要予約

車海老・サザエのお造り、鱧しゃ
ぶ、国産牛ステーキ等、お肉や
お魚がたっぷりの創作会席料理
※９月から献立が変更になります

長州やまぐちの
ごちそう食べんさいプラン

１名様プラス2,000円でご夕食
を部屋食に変更可（2名様から）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
●萩反射炉 ●恵美須ヶ鼻造船所跡 
●大板山たたら製鉄遺跡
●萩城下町 ●松下村塾（萩：車60分）

季節の贅を集めた絶品尽くしのプランです！

料理（イメージ）

庭園露天風呂（イメージ）

山口県
湯田温泉

広島県
広島

朝食バイキング付
バリュープラン

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

広々エグゼクティブツインルームにご宿泊＆
ご朝食付のスペシャルプライス

旬の鱧を丁寧に贅沢な会席料理に仕上げました

味自慢 鱧会席プラン

　　 6 / 1 ～ 8 / 3 1
（7/22～8/26利用は
1名様プラス1,000円)

●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）

広々エグゼクティブ
ツインルームに泊まろう！
広々エグゼクティブ

ツインルームに泊まろう！

朝食（イメージ）

料理（イメージ）

※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

土・休前日

平日 5,900円
6,900円

1室２名～

朝食は約30品目の和洋バイ
キング（広島県の名物も有）

●バス・トイレ付エグゼクティブツイ
ンルーム（約30㎡）にご宿泊
●ベッドもセミダブルサイズで、お子
様の添寝にもピッタリ！！
●小学生未満のお子様の添寝はご宿
泊代・ご朝食代共に無料

※1室1名様利用は
プラス1,000円
（平日のみ利用可）

鱧を使用した季節の会席をご用意

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食

土・休前日

平日 9,900円
10,400円

1室２名～

※1名様プラス1,000円
でエグゼクティブルーム
に変更可

ヘルシーフレンチ（イメージ）

朝食（イメージ）

うれしい駅までうれしい
無料送迎付

大阪府
森之宮

健康一番 朝食付プラン

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

夏空の大阪城を眺めながら美味しい
朝食で今日も一日元気にいこう！

塩分ひかえめ！夏野菜たっぷりのフレンチディナー

6/1～10/10

減塩フレンチ
ディナー付宿泊プラン減塩フレンチ
ディナー付宿泊プランこの夏一番

　　　6/1～10/10（7/25除
く）／3日前まで要予約

　　　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
ルーム1室2名様利用はお1人様
1,000円引／リニューアルフロ
ア利用は1名様プラス1,000円

　　　1名様プラス500円で大
阪城側のお部屋をご用意（通常
1,000円）

●大阪城公園はホテルの目の前
●通天閣・新世界（電車30分）
●あべのハルカス：日本一の高層
ビル（電車20分）
●USJ・海遊館（電車30分）

塩分は
2g以下

1泊朝食付 土・休前日と7/22～8/26平日

6,500円 8,500円1室2名～

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 土・休前日と7/22～8/26平日

9,400円 11,400円1室2名～

■お1人様あたりの組合員料金

　　　大阪城を一望できる12階
のレストランで和洋バイキング

　　　健康志向、塩分を抑えたシェフ
おすすめのお料理をご用意！
減塩フレンチ（塩分2g以下）または減
塩会席（塩分3g以下）から選択可
★通常のお料理もご用意できます（和食膳・洋
食セットは同じ料金／本格四季会席・洋食フ
ルコースは1名様プラス2,000円）

大阪府
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

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

JR大阪駅から
徒歩８分！

平日限定！
■お1人様あたりの組合員料金
1泊素泊まり　平日のみ

ダブル　　　　（1室2名） 5,500円 5,000円
ハリウッドツイン（1室2名） 6,000円 5,500円
ツイン　　　　（1室2名） 6,500円 6,000円
和室　　　　　（1室4名） 5,000円 4,500円

2泊目以降1泊目

6/1～7/14、9/3～29（土・休前日
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（禁煙のみ）／１日限定３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

●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）
　フロントにて海遊館チケット販売中
★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）

ハリウッドツイン（イメージ）

和室（イメージ）

近
畿
・
中
国



●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）
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松山でゆったりお過ごしになりませんか

愛媛県
松山・道後温泉

道後連泊プラン

松山を満喫してください

四国まるごとプラン

★6/1～7/15利用は1名様1,000円引
★ツインルーム1室2名様利用は
お1人様1,000円引

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

1泊からOK

1泊2食　1室2名～ 1泊目 2泊目 3泊目

10,650円 10,150円 9,650円
4泊目以降

9,150円平日のみ

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～9/30（土・休前日、8/11
～14除く）／1日限定3室

　　 旬の食材を
中心としたお料理

■お1人様あたりの組合員料金
1泊２食

1室2名～ 13,650円 15,650円
 土・休前日　平日

7/1～ 9/30
（8/11～14除く）

瀬戸内の食材等を
中心にしたお料理

●道後温泉本館：今年秋に
始まる改修工事前のご入浴
がおすすめ（徒歩10分）
●松山城：晴れた日は、天
守閣から石鎚山や瀬戸内海
の島々が一望（車10分）

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

客室（イメージ）

松山城（イメージ）

瀬戸内の食材（イメージ）

露天風呂（イメージ）

道後温泉本館（イメージ）

当館の大浴場はゆったり広々、奥道
後源泉からのお湯は美肌の名湯です。
露天風呂、サウナ、地下にありなが
ら外の光を十分に採り入れた大浴場、
心ゆくまで道後の名湯をご堪能くだ
さい

朝食
（イメージ）

OBの皆様に向け、くまもとから
がんばったプランを出しました

熊本県
熊本

朝食付 がまだすプラン

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

熊本震災復興元年

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

夏の華会席プラン
熊本県産の食材や郷土料理を織り交ぜた珠玉の逸品会席

県産夏野菜、肥後あか牛ステーキ、
天空まぐろ、馬刺し、県産果物など（全8品）

●県伝統工芸館工芸品観覧と
お土産の購入（ホテル隣接）

●監物台樹木園野草観察
　（徒歩3分）

6/1～9/30／1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日限定5室
※1室1名様利用、デラックスツイン・和洋室利用は別
料金のため施設にお問い合わせください

駐車場料金無料（通常1泊500円）
料理（イメージ）

※熊本弁で
がんばるの意味

■お1人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1名～

7,300円
8,300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～

17,500円
18,500円土・休前日

平日

ふっこう熊本ふっこう熊本 夏の華会席プラン

朝食（イメージ）

福岡県
博多

組合員様・OB 様 限定価格にてご奉仕

健やか朝食付プラン健やか朝食付プラン

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

朝食は和洋折衷のバイキングをご用意

上質な霜降りと味わいある
赤身のバランスに優れた味彩牛

旬野菜と味彩牛の会席プラン

駐車場料金無料
（通常1泊1,000 円）

　　　6/1～9/30 ／1日限定3室
／1名様プラス1,000円で和室ま
たはデラックスツインに変更可

料理（イメージ）

●博多祇園山笠（7/1～15）
●中村芝翫襲名披露『六月博多

座大歌舞伎』（6/2～26）

■お1人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1名～

6,200円
8,300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1名～

10,600円
12,700円 土・休前日　

平日

　　　味彩牛と旬の野菜を生かし
た会席料理をご堪能いただけます

四
国
・
九
州
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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）
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