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（4） 平成27年7月10日

第843号

1室2名〜

平日

川湯
温泉

土・休前日

7,830円 8,830円

※8/8〜15、
9/19〜22利用は別料金となります
※1室1名様利用はプラス1,000円
※1名様プラス1,500円で和洋特別室に変更可（2名様以上）
料理（イメージ）

食事 季節の旬素材を使った会席

料理をご用意します
★条件★7/1〜9/30

摩周湖（イメージ）

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

北海道

1室2名

7,200円

1室3名

6,700円

1室4名

6,200円

※土・休前日利用は1名様プラス2,000円
食事 朝食は和・洋バイキングスタイル

★添い寝の小学生未満のお子様は無料
※セットプランの為、
朝食が不要でも割引になりません

特典 ●添い寝の小学生未満のお子様は宿泊料無料

●1泊につき近隣駐車場が最大24時間まで無料
（途中出庫不可）
●客室内冷蔵庫にミネラルウォーター
（お1人様1本）サービス
●レストランにてワンドリンクサービス
●レイトチェックアウト可（通常11:00→12:00）
★条件★7/21〜9/30（8/29、9/19〜21除く）
／ 1日限定5室
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

●さっぽろ夏祭り
（7/22〜8/20）
●北海道マラソン（8/30）
●さっぽろオータムフェスト（9/11
〜10/4）
●ニッカウヰスキー余市工場：JR札
幌 駅 からJR余市 駅まで 約1時 間 強、
JR余市駅から工場まで徒歩2〜3分

北海道札幌市中央区北四条西5-1
全室BT付

011-231-6711

お子様
（小学生まで）全日

5,500円

大人1名様プラス2,000
円にて夕食グレードアッ
メニューは日替わりです
プ＆お部屋食にてご用
★お子様の夕食は大人食、
お子様ランチ
意（要予約）
よりご選択可

★函館夜景★
定期観光バス
大人1,600円

食事 料理長が厳選した食材を使用するため

★条件★7/1〜9/30

※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

函館･
湯の川
温泉

●市民創作野外劇
（7月・8月）
●函館港花火大会（7月中旬）
●函館港まつり（8/1〜5）
●湯の川温泉花火大会
（8月中旬）

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484

全室T付

「杜の都」仙台の中心に位置し、観光にアクセス良好!!
全室デュベスタイル（羽毛布団）
・ウォシュレット・液晶TV完備

宮城県

札幌

朝から元気！一押し朝食付プラン

仙台

1泊朝食付
1室2名〜

平日

5,800円

土・休前日と8/5〜7・13・14

6,425円

※1室1名様利用はプラス500円
食事 朝食は和定食・洋定食

からお好きな方をお選
びください♪
特典 夕食ご利用の方にドリン

ク1杯 サ ービ ス
（ドリンク
のみの利用不可）
★条件★〜9/30 ／ 1日限定5室

ロビー（イメージ）

1泊2食 1室2名〜
平日
9,950円
土・休前日 10,950円
※別料金となる日もありますので、
施設にお問い合わせください

●仙台七夕まつり
（8/5花火大会、
8/6〜8七夕まつり）
●定禅寺ストリートジャズフェスティバル（9/12・13）
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

朝食（イメージ）

宮城県仙台市青葉区錦町1-8-17
全室BT付

022-225-5201

※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正いたします ※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※お料理の内容は、仕入状況により変更となる場合があります ※B：客室内バス
（お風呂）あり T：客室内トイレあり

KKR ホテル仙台

平日

夏休み旅プラン

9/1〜30

北海道

KKR ホテル札幌

1泊朝食付

土・休前日

7/12〜8/23

10,000円 10,500円 9,500円
11,500円 12,000円 11,000円

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

015-483-2643

現役組合員の皆様だけに特別なプランをご用意
夏のお出かけ特典がフル装備です

平日

7/1〜11、8/24〜31

特典

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15
全室T付

1泊2食1室2名〜

●お子様に函館牛乳アイスプレゼント
●大人とお子様でお部屋で楽しめるおもちゃ・
ゲーム・絵本無料貸出し
●当館より徒歩4分の湯川海水浴場にお出か
けのお客様にはタオルセット一式無料貸出し

●世界遺産知床（車90分）
●神秘の摩周湖
（車20分）
●天下の絶景・美幌峠（車40分）

北海道

夏休みは函館へ！ゴーゴーファミリープラン

KKR はこだて

1泊2食

ゴーゴー
大人2名様以上とご一緒のお子様の料金は5,500円！
夏休みの家族旅行に最適なプランです！

北海道

海の幸・山の幸 ご馳走プラン

KKR かわゆ

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

川湯温泉はpH1.8を誇る日本有数の強酸性泉です

（5）

6月16日蔵王山火口域周辺の噴火警報解除
6月22日よりエコーライン通行可能に

山形県

1室2名〜

8,600円
9,600円

土・休前日と
8/8〜15、
9/19〜22

お釜（イメージ）

★8/1〜31お子様1泊2食5,000円
キッズステーキディナーあります
食事 和風会席膳または生ラムジンギスカンコース

★条件★7/1〜9/30 ／ T付客室
（T無客室利用は1名様1,000円引）

和風会席膳のお肉料理をグレードアップ
①蔵王牛すき焼orしゃぶしゃぶに変更：
1人前プラス2,200円
②山形牛すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキに変更：
1人前プラス4,200円（8/1〜）のところを特別サービス
期間（〜7/31）1人前プラス3,000円にてご提供！
①②のいずれも要予約2日前、
2人前から、
1グループ
同一メニュー (ステーキは8月中は除く)
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

●サマーナイトクルージング 地蔵
山頂駅からの夜景観賞 星のソム
リエによる星 空 案 内：8/8〜16・
2 2・2 3 、9 / 1 9〜2 3（ 1 9 : 3 0〜
20:30）
●蔵王ロープウェイ
（乗り場まで
徒歩10分）地蔵山頂駅まで
往復大人2,600円子ども1,300円
●お釜（車約50分）

9,800円
7,800円

平日
日・祝日

東京都

1室2名・3名

8,400円
7,400円

※1室2名様の場合お1人様
プラス1,000円にて皇居側
のデラックスツインへ変更可
※1室3名様でのご利用は皇
居側のデラックスツインとな
ります

食事 朝食は和洋バイキング(AM7:00〜AM9:00）
※4歳以上のお子様の朝食料金は700円、
3歳以下の
お子様は無料

（6:00〜翌22:00）
特典 駐車料金無料サービス
★条 件★7/1〜8/31
（土・休前日を除く）
／
1日限 定20室 ／ 小 学
生以下で添寝のお子
様無料／お部屋のタ
イプはお任 せとさせ
ていただきます
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

●コインランドリー
あり
（有料）
●全室有線・無線
LAN利用可
（無料）
●客室は全室禁煙
（喫煙所あり）
ホテルからの景観（イメージ）

ビアガーデンでジュウジュウBBQプラン
13,800円 14,800円
9,100円 10,100円

※7/18・19、8/12〜15利用は1名様プラス2,000円

食事 港の見えるビアガーデンでバーベキュ
ー
（2時間飲み放題付）
特典 ●お子様には食後にアイスクリームを
プレゼント
●ご夕食は2時間フリードリンク付
★条件★7/18〜9/13

夏の厳選食材たっぷりのフレンチコースや
和会席料理をご堪能ください

夏の美食＆和会席プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日と8/12〜15

12,500円

13,500円

※7/18〜8/24利用は1名様プラス1,000円
※お子様料金は施設にお問合せください

特典 朝食時にモーニングコーヒー
（お子様にはジュース）をサービス
★条件★7/1〜9/13
（7/18〜8/24除
く）／海側和室利用／山側和室は1名様
1,000円引／海側洋室は1名様プラス
1,000円／ 1日限定4室
【7月】横浜国際マリンエンターテイメント
ショー・スパークリングトワイライト

食事 フランス料理フルコースまたは和会席料理のどち 【8月】神奈川新聞花火大会・中華街「関帝誕」
・三溪園
らかをご選択
（3名様までは同メニューのご用意と 【9月】元町「チャーミングセール」
「観月会」
なります）
★条件★7/1〜9/13

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

海まで2分!!

小学生以上室内プール
利用券プレゼント

食事 季節の会席料理9品

プール（イメージ）

★1名様プラス1,000円でお夕食がお部屋食（炊き込み
ご飯、食前酒付 全10品）
にグレードアップ（和室限定）

メインが選べる4種類の
グルメ会席を楽しもう

えらべる夏のグルメ会席プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日と7/30〜8/20

13,800円 17,800円

（金目鯛のしゃぶしゃぶ、
黒毛和
食事 メインが選べる
牛のすき焼き、
黒毛和牛のステーキ、
やまと豚
のしゃぶしゃぶ）
全12品

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

特典
●室内プール利用券プレゼント
（小学生以
上限定）滞在中何回でも利用可
●未就学児限定砂遊びセット+花火+お子
様アメニティ
（キャラクター袋に入った
スリッパと歯ブラシ）
プレゼント
●屋外で水遊びビニールプールご用意
●幼児添い寝無料、
夕朝食にご飯＋味噌
汁＋ふりかけサービス
●キッズコーナー
（幼児用おもちゃご用意）
●卓球1時間300円
★条件★7/1〜8/31（7/23除く）

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
全室BT付

0467-25-4321

大人 5,100円
子供 4,200円
（4歳から）
バーベキュー（イメージ）

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345

全室T付

緑の中のビジネスホテル。
お一人・ファミリー・グループ・カップルのプランを
ご用意! 観光、
ビジネスにご利用ください

シングル・ツインルームプラン
1泊朝食付

神奈川県

東京都

中目黒

全日

1室1名（シングルルーム）
1室2名（ツインルーム）

6,800円
5,800円

※トリプルルーム
（1室3名）、和室（1室2〜4名）
利用プランはお問い合わせください
食事 朝食はダイニングルーム
『華』
で

和食ビュッフェ

外観（イメージ）

★条件★〜9/30
●渋谷
（電車4分）
●六本木ヒルズ
（電車10分）
●新宿三丁目
（電車12分）
●原宿・明治神宮前
（電車7分）
●東京ディズニーリゾート（電車45分）

シャトルバス運行
火曜日から土曜日の15:00から30分毎に
中目黒駅出発 最終22:00
中目黒駅バスターミナル先TSUTAYA横⇒ホテル

※中目黒駅からの所要時間

東京都目黒区東山1-27-15
東京都目黒区東山1-27-1

03-3713-8131

松汀園名物
物・豪華
豪華舟盛付
華舟
舟盛付！葉山
葉山牛
葉
葉山牛/あわび/9月限定の伊勢海老からチョイス
山牛
牛/あわび
/
/9月限定の伊勢海老からチョイス！

午前中から
G ！
海へGO

おもいっきり

海水浴＆贅沢グルメプラン

1泊2食

神奈川県

湘南･
逗子海岸

1室2名〜

9,980円
11,980円
12,980円

平日
特定日以外の土・休前日と
特
7//11〜8/31
特定 （
特定日
（7/19
9・20・26、
26 8/2
8 2・
9〜16・23、9/13・14）

舟盛
盛
（イメージ）
（
イ
ジ）
ジ）
（イ
イメ
メージ
メ

食事 選べるグルメ
（葉山牛、
あわび、
9月限定伊勢海老）
からお1品ご選択
★1名 様 プラス2,000円 で グルメ2品 付 の
よくばりコースに変更可
さらに6名様以上で個室宴会無料
（要予約）

特典 ●チェックイン前は9時から
チェックアウト後も16時まで駐車場、
大人
4,000円 休憩室、温水シャワー無料
親子ペア 6,500円 ●13時からのアーリーチェックインOK
（要予約・除外日あり）
※スタンドアップ パドル
●お子様 ゆかた無料＆花火プレゼント！
ボード
（SUP）体験（レッス
ン・レンタル料金含む）

★条件★7/1〜9/6

神奈川県逗子市新宿3-2-26

046-871-2042

全室BTなし

夏休みは湘南江ノ島に遊びに行こう！

神奈川県

江ノ島サマーバケーションプラン
1泊2食
1室2名〜

平日
（右記除く）

土・休前日・8/17〜22

9,250円 11,250円

特定日（7/25〜8/16）

13,750円

※小学生のお子様は1泊2食 6,150円〜7,750円
※3歳〜小学生未満のお子様は1泊2食 5,650円〜6,750円

夏休みはみんなで新江ノ島水族館へ
遊びに行こう！

新江ノ島水族館チケット付 宿泊プラン
1泊2食
平日、
（下記除く）
土・休前日・8/17〜22
特定日
（7/25〜8/16）

1室2名〜

10,800円
12,800円
15,300円

湘南･
片瀬海岸

（小学生の
食事 お夕食は会席料理
お子様は料理が選べます）
特典 ●お子さま花火プレゼント
（7/1〜8/31）
●ファミリーカラオケ 2時間
5,000円（要予約）
●車、荷物等朝から預かり可
●食前酒サービス
★条 件★7/1〜9/30 ／ 8畳T付 和 室
／ BT付客室は1名様プラス1,500円、
T無客室は1名様1,000円引（大人）

※小学生のお子様は1泊2食 6,750円〜8,650円
※3歳〜小学生未満のお子様は1泊2食 6,250円〜7,250円 ●片瀬東浜海水浴場（徒歩5分）
※新江ノ島水族館チケット：大人2,100円、
小学生1,000円、 ●新江ノ島水族館（徒歩15分）●江の島（徒歩15分）
●ビーチバレー大会（7月中旬〜8月中旬）
幼児3歳以上600円相当付

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
客室一部BT付

0466-23-7710

※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）

KKR 江ノ島ニュー向洋

土・休前日と7/30〜8/20

カヌー体験

大人 6,100円
子供 4,700円
（小学生から）

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

KKR 鎌倉わかみや

平日

11,800円 15,300円

ラフティング体験

SUP（イメージ）

鎌倉

ゴーゴービーチプラン
1泊2食

横浜

045-621-9684

駐車場・更衣室・温水シャワー無料・駐車場はチェックイン前でもOK！

夏だ！由比ガ浜！
1室2名〜

神奈川県

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園
全室BT付

食事 地場食材に富んだ季節の料理

KKR 逗子 松汀園

1室2名〜
お子様
（小学生まで）

土・休前日

ラフティング（イメージ）

●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

KKR ポートヒル横浜

平日

お子様（大人料理）

※詳細は施設にお問い合わせください

03-3287-2921

夏の風物詩「ビアガーデン」
でみんなでワイワイ！ジュウジュウ！BBQ！

1泊2食

竹橋

東京都千代田区大手町1-4-1
全室BT付

お子様（子供料理）

KKR ホテル中目黒

1室1名

8,450円
5,880円
7,780円

1室2名〜

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

KKR ホテル東京

サマープラン

1泊朝食付

水上
温泉

全日

※詳細は施設にお問い合わせください

023-694-9187

♪お部屋タイプはお任せ♪

1泊2食

★条件★7/10〜8/30（7/14除く）

山形県山形市蔵王温泉904-8
客室一部BT付

期間限定！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

朝食付

KKR 蔵王 白銀荘

1泊2食
7/1〜8/7、
8/16〜9/30の平日

群馬県

夏休み限定ご優待プラン

KKR 水上 水明荘

夏爽快蔵王プラン

蔵王
温泉

ラフティングやカヌーとのセット可能！

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

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

＋入湯税
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神奈川県

1泊2食

平日

土・休前日

7/1〜31、
9/1〜30

10,650円 12,150円

8/1〜7

12,350円 13,850円

8/19〜31

10,950円 12,450円

食事 旬の食材を使用した

KKR宮の下オリジナル
創作会席料理
★条 件★〜9/30（7/6〜10、
7/18・19、8/8〜18、9/19
〜22除く）

露天風呂（イメージ）

「宮ノ下駅」
送迎 箱根登山鉄道
から無料送迎
（14:30〜
18:00）

★1名 様 プラス5,000円で
半露天風呂付特別室へ変
更可（2名様から）
★1名 様 プラス1,000円で
露天風呂を貸切に
（21:30
〜1時間、1日2組限定）

夏の自由研究は世界遺産
「韮山反射炉」
で決まり！

大人も楽しめる！

8,850円

1室2名〜

お子様（小学生まで）
全日

土・休前日

9,850円
6,000円

食事 大人の方には旬な食材を使った
会席料理とキッズバイキング！
★条件★7/25〜8/31
／ 1日5組限定

キッズバイキング！

※8/8〜15利用は土・休前日料金に大人1名様プラス2,000円
※朝食・布団が必要ない3歳以下のお客様は540円

お肉大好き

静岡県産

世界遺産

あしたか牛ステーキプラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日

9,700円

10,700円

★条件★〜9/18/1日限定5組

韮山反射炉

江戸お台場の砲台を鋳造した炉
実際に稼働した反射炉で残っている
のは国内でもここだけ！
☆アクセス
伊豆長岡千歳荘から車で15分
伊豆長岡駅から無料送迎バスで10分
☆反射炉世界遺産記念特典
●世界遺産「韮山反射炉」
ガイドブックを館
内に用意
●「韮山反射炉」
自由研究シートを用意

伊豆長岡
温泉

静岡県伊豆の国市古奈82

自然いっぱい、楽しさいっぱい
家族・友人・で楽しめる近隣レジャーが充実

1泊2食

新潟県

1室2名〜

8/8〜15

●枝豆つき飲み放題
（生ビール・ワイン・日本酒）
1,500円
●高 原 野 菜 セ イ ロ 蒸 し
1,280円

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

食事 信越の食材を使用し、
手作りにこだわ

ったヘルシー和食「一汁五彩ブッフェ」
★デザートコーナー登場
★ソフトドリンク飲み放題コーナー新設
★小学生以下のお子様はキッズ
バイキング（手巻き寿司、流し素麺）
★朝食は高原和風ブッフェ
★条件★〜8/31 ／ BT付客室利用は
1名様プラス1,000円
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

ワイン・日本酒（イメージ）

組合員 ★中学生以下は5,000円、
未就学児は無料
★小学生までのお子様には、
限定
ト
キッズ割！ キッズくじ引き＆花火プレゼン
★キッズプレイルーム新設
●チビッコ忍者村
（車40分）
●タングラム斑尾：ターザンZIPスライダー・
パターゴルフ・スーパーボブスレー
（車30分）
●妙高高原サンシャインランド：全24種類の
豊富なアトラクション（車20分）
新潟県妙高市関川2275

客室一部BT付

0255-86-2113

沼津

土・休前日

朝食はバイキング
キング開催
★8/1〜15の夕食はデザートバイキング開催
の遊び放題
特典 ●キッズルームで卓球・おもちゃの遊び放題

（除外日あり）
●ラウンジでカキ氷無料サービス
（7/25〜8/15）
●売店割引券＆ウェルカムコーヒー券
ー券
プレゼント
●チェックイン・アウト日午前中から駐車場
ら駐車場・
更衣室・温水シャワーのご利用無料
無料

キッズルーム（イメージ）

送迎 JR沼津駅南口 無料
無料送迎

迎え16:00（要予約）
（要予約
★条件★7/1〜8/31 ／ BT付海側
和室10畳または山側洋室

ビーチ
情報

島郷海水浴場：御用邸記念
公園に連なる穴場の遠浅
ビーチで海水浴三昧
（徒歩
3分）
海の家・公衆トイレ有

静岡県沼津市志下192
静岡県沼津

全室BT付

055-931-0592
055-931

ソフトドリンク飲み放題♪

8/1〜8/10
8/11〜8/17
8/18〜9/30

新潟県

お子様バイキングプラン
1室2名〜

9,900円
12,900円
8,900円

お子様
（小学生まで）全日

7,700円

送迎 JR越後湯沢駅

無料送迎（要予約）

★条件★8/1〜9/30 ／ 1名様プラス
1,000円でBT付和室に変更可
●お子様に花火プレゼント
●女性風呂はバラ風呂
●男性風呂はアヒル風呂
●6階客室は上越新幹線トレインビュー
●新潟の地酒ワンカップコーナー新設
●ソフトドリンク飲み放題

食事 夕食は調理長のおまかせ季節の御膳

コース、
朝食はビュッフェ
★お子様の夕食はお子様バイキング
※9/1以降は土・休前日のみお子様バイキング
※人数によってはオーダーバイキングの場合あり

1名様プラス1,600円でお食事コースを
グレードアップ可
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

●湯沢高原アルプの里「ジップラインアドベン
チャー」高原の森林の中をワイヤーを伝っ
て滑り下りる爽快アクティビティー
●レジャープールオーロラ（流れるプールと
ウォータースライダー）
●弥彦神社
（車100分） ●寺泊（車100分）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
全室T付

025-784-3424

※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正いたします ※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※お料理の内容は、仕入状況により変更となる場合があります ※B：客室内バス
（お風呂）あり T：客室内トイレあり

越後湯沢
温泉

KKR 湯沢ゆきぐに

7/25〜8/7
8/16〜31

7,700円
8,700円
11,000円

平日

食事 月毎に替わる内容充実創作会席料理

1泊2食全日

温泉

オプション

静岡県

9,950円 12,950円

避暑地・妙高高原で遊んじゃお♪プラン 池の平
平日

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000

全室T付

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
※7/18・19・25〜31は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
※8/1〜15利用は土・休前日料金に1名様プラス2,500円
※8/16〜21利用は平日料金に1名様プラス1,000円

夏休み

1泊2食1室1名〜
7/1〜24
9/1〜30

●熱海花火大会：7/26・30、
8/5・7・17・
23・28
（20:20〜20:50）
雨天決行
●熱海サンビーチ（徒歩10分）
●韮山反射炉
（車40分）

海水浴・キッズルームetc. 夏満喫プラン

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

055-948-0010

客室一部T付

プール（イメージ）

★条件★7/18〜8/31（8/13〜15除く)

遊んで食べて楽しさ倍増！

KKR 妙高高原 白樺荘

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

※8/8〜15利用は土・休前日料金に1名様プラス2,000円
★あしたか牛ステーキを金目鯛の煮付けに変更可

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

お子様が大好きなメニューでご用意
今年は大人メニュー追加！

あんかけ焼そば（イメージ）

KKR 沼津はまゆう

平日

KKR 伊豆長岡 千歳荘

1泊2食

キッズバイキングプラン

13,800円
7/25
16,800円
8/1・22・29
7/18〜19・26・30
8/8〜12・16・23・28 18,300円
8/5・7・17
20,300円
下記以外

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

静岡県

伊豆・
熱海温泉

1室3名〜

特典 お子様に嬉しい無料特典
●プール泳ぎ放題
（10時〜17時）
●かき氷食べ放題
（チェックイン時）
●キッズスペース遊び放題

0460-87-2350

全室T付

1泊2食

お選びいただけます
どちらもあんかけ焼きそば食べ放題

※現在、
箱根ロープウェイは全線運休
となっておりますが、
箱根登山鉄道を
はじめとし、
その他の公共交通機関は
平常どおり運行しておりますので、
安
心してお越しください
（6/25現在）

静岡県

夏だ！ 熱海だ！ プール無料！

食事 夕食は日本料理または中国料理から

御殿場プレミアムアウトレット
（車30分）

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

夏のグルメ会席 屋内プールで泳ぎ放題
夕食は人気のあんかけ焼きそば食べ放題

KKR ホテル熱海

箱根旅トクプラン

箱根･
木賀温泉

KKR 宮の下

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒

ご家族やグループ・カップル、
みんなで楽しむ箱根の旅
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フル-ツ王国山梨！桃もぶどうも旬を迎えま〜す！
ちょっと一息 緑風とスイ−ツをご堪能♪

山
山梨県

夏休みはぶどう狩りへ行こう
！
土・休前日

ぶどう狩り（イメージ）
料理（イメージ）

食事 甲斐サーモンや山梨の山の幸、
山菜をふんだんにつかった献立

ぶどう狩りスタート
提携ブドウ園で
送迎・試食・
入園無料

★甲州ワインビ−フ朴葉味噌焼き・すき焼き、
富士桜ポークしゃぶしゃぶの中から1品選択
できます

ブランド牛の甲州牛をはじめ旬の素材を
ふんだんに取り入れた料理長渾身の贅沢
なグルメプラン

★条件★7/1〜9/30（8/13〜16除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平日の
み利用可）／ 6畳T無和室／ 1名様プラス
1,000円でT付客室に変更可

四季彩膳プラン
1泊2食

平日

土・休前日

9,950円 10,500円

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

7/20〜

山梨県甲府市塩部3-6-10

北陸新幹線開通で新しくなった金沢と古き良き金沢
金沢のおすすめスポットをフロントが責任もってご紹介いたします!

平日

金沢

土・休前日

8,000円 9,000円
7,500円 8,500円
8,000円 9,000円

1室1名
（シングル）
1室2名
（ツイン）
1室3名

※3名様1室の場合、デラックスツインにエキストラベッド
使用の客室
※2名様1室の場合、お1人様プラス4,500円でデラックス
ツインに変更可

朝食（イメージ）

食事 朝食は和洋バイキング

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

オプション 1名様プラス4,000円で

夕・朝食付に変更可
★条件★〜9/30
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

石川県金沢市大手町2-32

14,100円

土・休前日と
8/3・13・14

15,100円

食事

飛騨川天然鮎の塩焼き、
鮎香味焼
き、
鮎の洗い、
鮎旨煮、
鱧煮麺、
ひ
つまぶし風鮎釜飯に水物を加えた
全8品
※鮎の塩焼きは飛騨川産天然鮎を使
用しております

★条件★7/1〜8/31 ／和室利用
／ベッドルーム利用は別料金とな
ります
●チェックイン 14:00
●チェックアウト 10:00

料理（イメージ）

●下呂温泉まつり（8/1〜8/4）
●下呂温泉花火ミュージカル夏公演（8/3）
岐阜県下呂市森1209

全室T付

0576-25-5505

9,800円
10,800円
13,800円

お子様
（小学生まで）全日

バイキング（イメージ）

7,000円

食事 ステーキ・お寿司・お造りなど約40種類

が90分食べ放題
生ビール・信州ワイン・ドリンクバーが
飲み放題

●スーパーボールすくいや手持ち花火
プレゼント！
●かた抜き・がちゃがちゃ等縁日開催！
●温泉浴場に信楽焼つぼ風呂できました
●夕、
朝食時ハーフバイキング付
●ウエルカム無料ドリンクバーあり
●女性にはおしゃれ浴衣をご用意
●貸切温泉利用無料
●コミック・絵本コーナーあり
●無料ランドリー登場
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

0266-58-1259

客室一部BT付

上高地、乗鞍、新穂高ロープウェイ等、
見どころ盛りだくさん！

うれしい
無料送迎付

奥飛騨 和会席プラン
1泊2食
平日

土・休前日

平湯
温泉

1室2名〜

12,200円
13,200円

岐阜県

料理（イメージ）

※1室1名様利用はプラス2,000円（平日のみ利用可）
食事 季節の前菜やA5飛騨牛しゃぶしゃぶが

1品付いた奥飛騨ならではの和会席
★1名様プラス1,000円で特別和室に
てお部屋食に変更可
★条件★7/1〜9/30（8/8〜15除く）／ 1日限定5室

上高地（イメージ）

お宝抽選クジを見
つけてお菓子宝箱
＆花火をプレゼント

上高地、
乗鞍高原、新穂高
ロープウウェイ等

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
全室T付

0578-89-2626

名古屋城にとても近く、
観光や散策にお勧め！

愛知県

夏の名古屋散策 ファミリープラン
1泊2食
平日
8/2〜14と
土・休前日

名古屋

1室1名〜

9,800円
10,800円

食事 郷土料理
「ひつまぶし御膳」
または

「ステーキセット」
特典 ●駐車場無料

●名古屋限定記念グッズ
（キーホルダー） ひつまぶし御膳（イメージ）
お1人様1個プレゼント
●アーリーチェックイン13時
（通常15時）
●ワンドリンク無料券進呈
（夕食利用時のみ可）
●名古屋城
（玄関・表書院復元
●1室2名様以上の場合は、
名古屋城側の
一般公開/宵まつり8月上旬）
客室をご用意
●名古屋市科学館
●1室3名様の場合、
1部屋あたり1,000円引
（プラネタリウム）
●小学生以下の添い寝のお子様は無料
●JR東海
（リニア・鉄道館）
★条件★〜9/30
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
全室BT付

052-201-3326

※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）

KKR ホテル名古屋

平日

下呂
温泉

KKR 下呂しらさぎ

1室1名〜

7/25、
8/1・8〜14・16・22

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

岐阜県

天然鮎の塩焼き会席

1泊2食

7/18・19、8/2〜7・
17〜24・29 下記除く

親子でお宝さがし！

076-264-3261

全室BT付

飛騨川の夏をお愉しみください

飛騨川

石川県

KKR ホテル金沢

1泊朝食付

1室2名〜

KKR 平湯たから荘

金沢再発見！プラン

1泊2食
7/20〜7/31、
8/25 9/4 下記除く
8/25〜9/4

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

055-252-1327

客室一部BT付

上諏訪
温泉

すわっこ祭りバイキングプラン

★条件★7/18〜9/4（8/15除く）／ BT無和室
／ 1名様プラス1,000円でT付客室に変更可

食事 月毎に替わる料理は地のものに
手をかけた調理長のお夕食です

長野県

ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付

KKR 諏訪湖荘

8,950円
9,500円

平日

1室2名〜

甲府

1室2名〜

KKR 甲府ニュー芙蓉

1泊2食

7/26〜8/31まで諏訪湖は毎日が花火大会！
ステーキをはじめお料理からデザートまで約40種類が食べ放題！

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

このマークのついた施設は別途入湯税
設は別途入湯税
（1 泊あたり150 円）
をお預かりします
をお預かりします

＋入湯税
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選べて楽しい♪

平日

★通常1,500円相当の提携ホテル・プライベートビー
チまたは二見シーパラダイス入場券付

土・休前日

10,000円 11,500円
お子様
6,500円 7,000円
（小学生まで）
1室2名〜

★条件★7/1〜8/31（7/24、8/8〜15除く）
／海水浴は提携ホテル営業日のみ
★条件★6畳BT無客室利用／ T付8畳利用は
1名 様 プ ラス1,000円、BT付10畳 利 用 は1名
様プラス2,000円（いずれも小・中学生は追加
料金不要）
送迎 JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎（要予約）
迎え15:40、
16:40 送り9:30

食事 伊勢湾近海日本の祝い魚を使用した海鮮会席
料理
特典 1家族に1セット手持ち花火プレゼント

鳥羽の3大観光スポットでリフレッシュ

鳥羽水族館
開館60周年
1泊2食1室2名〜
平日
土・休前日

鳥羽3大スポットめぐりチケット付プラン
中学生（大人料理） 小学生（お子様ランチ） ★大 人5,700円、中 学

大人

生3,750円、小 学 生

2,950円 相 当 の 鳥 羽
12,500円 10,000円 7,500円 まる
み え パ ス ポ ート
（鳥羽水族館・ミキモト
真珠島・鳥羽湾めぐり
14,000円 11,000円 8,000円 ＆イルカ島
入場券）付

鳥羽湾
花火大会
開催
★施設内で見られます

★条件★7/1〜9/30（7/24、8/8〜15、9/19〜22除く）

食事 伊勢湾近海の魚介類を生かした海鮮会席料理

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

7/26〜8/26は毎夜

三重県鳥羽市安楽島町1075

お子様
（小学生）

土・休前日

12,650円 14,650円

豊富なドリンクメニューで
うれしい飲み放題付

11,000円 12,000円

今年も生ビールは
プレミアムモルツ！

※7/18・19、8/1〜15、8/17〜22利用は1名様プラス1,000円
★中学生〜未成年の方は1名様800円引
食事 牛豚鶏ミックス＆海鮮・焼野菜のバーベキュー

（サラダ・ライス・スープ・漬物付）

★条件★〜9/30（7/16、8/16、9/19〜21除く）
／ 1日限定5室
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

美味しい朝食で元気に行こう！

大阪府

1泊朝食付
平日
土・休前日と
7/18〜8/22

森之宮

1室2名〜

6,500円
7,500円

※1室1名様利用はプラス1,000円
★3名様1室利用はお1人様500円引

朝食（イメージ）

食事 大阪城を一望できる12Fのレストランで和洋

バイキングをご用意しています
★条件★7/1〜9/30 ／ 1名様プラス500円で
大阪城側客室利用可（通常1,000円）
●大阪城公園はホテルの目の前
●あべのハルカス：日本一の高層ビル（電車20分）
●USJ・海遊館・道頓堀（電車20分）
●通天閣・新世界（電車30分）

外観（イメージ）

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

和歌山県

平日
土・休前日

11,800円
12,800円

※7/31、
8/2〜7利用は全日1名様13,800円

お子様（小学生）

白浜
温泉

1室2名〜

全日

お子様（小学生未満） 全日

6,300円
5,300円

●南紀白浜温泉メッセージ花火：
7/18〜8/23の毎夜
（7/30、8/1・10除く）
●参加無料！熊野水軍埋蔵金探し：8/26〜30
●キャンドルイルミネーション：
7/18・25、
8/8・15・22の土曜日
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

花火（イメージ）

食事 お造り4種盛他海の幸

たっぷりの会席料理
（全11品）
★条件★7/20〜8/30
（7/30、
8/1・8〜15除く）

焼野菜、
ウィンナーのBBQ
●枝豆、
冷麦、
胡瓜の浅漬、
カットフルーツ＋サラダ・
ライス・スープのフードバー付
★飲み放題2時間付
特典 ●お子様に手持ち花火プレゼント

（7/18〜8/31）
●お部屋で楽しめる無料玩具貸出
サービス

0739-42-3383

湖畔バーベキュー（イメージ）

オプション

ホテル桟橋からの琵琶湖チャータークルーズ
（要予約）
★条件★〜9/30（8/7除く）／ 1日限定5室 （定員8名） 40分 1艇15,500円
滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020

全室BT付

JR大阪駅から徒歩8分！京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

カップル＆ファミリープラン
1泊食事なし

ダブル（1室2名）

6,000円
7,000円

平日
（7月・9月）
土・休前日
（8月の平日も含む）

ツイン
（1室2名）

6,500円
8,000円

5,500円
6,500円

★条 件★〜9/30（7/1・8・19、8/14と
8月の土曜日を除く）／ 1日限定5室

●あべのハルカス
（電車含約30分）
●USJ・海遊館
（電車含約30分）
●なんばグランド花月
（電車含約20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）
大阪府大阪市北区堂山町4-1

06-6362-6800

全室BT付

ライトアップされた日本庭園を眺めながら会席をご堪能くださいませ

四季会席 夏 大和会席プラン
1泊2食
平日

1室2名〜

13,300円

土・休前日
と8/5〜13

14,300円

8/14〜15

15,300円

※1室1名様利用はプラス1,000円
料理（イメージ）

食事 料理長お薦めの一番人気の

●奈良燈花会（8/5〜14）
●ライトアッププロムナード
（7/18〜9/27予定）

但馬牛会席
焼きがに付
会席
但馬牛しゃぶ
会席
スタンダード
会席

兵庫県

城崎
温泉

土・休前日

12,900円 13,900円
11,900円 12,900円
10,900円 11,900円
8,900円 9,900円

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可、
但馬牛しゃぶ会席は2名様より）

（炙り握り寿司・しゃ
食事 但馬牛会席：但馬牛料理
ぶしゃぶ・ステーキ）
付和会席
焼きがに付会席：焼きすわいがに付き和会席
但馬牛しゃぶ会席：但馬牛しゃぶしゃぶ鍋付
和会席

●チェックイン 14:00
●チェックアウト 10:00

奈良

0742-22-5582

城崎 夢花火プラン
平日

奈良県

奈良県奈良市高畑大道町1224
全室BTなし

温泉とお料理と花火で城崎の夏を満喫！

1泊2食1室2名〜

大阪府

梅田
トリプル（1室3名）

※8月は平日も土・休前日料金となります
（8/30・31は除く）

白良浜（イメージ）

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
客室一部BT付

KKR 白浜 美浜荘

1泊2食

食事 ●国産牛・豚・鶏
（計200g）
、
海鮮
（海老・帆立・烏賊）
、

焼きがに付会席（イメージ）

特典 期間限定！7月・9月は夕食時ドリ

ンク料金20％引
（8月は10％引）
★条 件★7/1〜9/30（8/13〜16除 く）
／ T付客室利用は1名様プラス1,000円
●気比の浜海水浴場（車5分）
●竹野浜海水浴場（車15分）
●城崎マリンワールド（車10分）
●天空の城・竹田城跡（車約60分）
●夢花火：7/24〜8/24の平日
（8/13・14除く）
21:00から
約10分間
（雨天中止）
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

客室一部T付

0796-32-2631

※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正いたします ※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※お料理の内容は、仕入状況により変更となる場合があります ※B：客室内バス
（お風呂）あり T：客室内トイレあり

KKR 城崎 玄武

夏の白浜 満喫プラン

琵琶湖
土・休前日

13,200円 13,700円 12,200円 15,900円

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

06-6941-1122

夏だ!! 海だ!! 白浜だ!!
真っ白ビーチはスグソコ!!

平日(9月)

※小学生までのお子様は平日10,650円〜11,770円、土・休前日は13,290円となります
★中学生〜未成年の方はお1人様800円引
★ダブルベッドルーム1室2名様利用はお1人様3,000円引
※ダブルベッドルーム1室1名様利用料金は要お問い合わせ

会席料理をご堪能ください
（9月からは秋会席をご用意）
★条件★7/1〜9/30

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
全室BT付

平日(8月)

KKR 奈良みかさ荘

大阪城一望 朝食付プラン

1室2名〜

平日(7月)

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

075-222-0092

全室T付

1泊2食

ツインルーム（イメージ）

屋上バーベキュー（イメージ）

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

KKR ホテル大阪

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

※1名様プラス2,000円でお肉を国産牛180gへグレード
アップ！
（要予約）
※1名様プラス5,050円でお肉を近江牛180gへグレード
アップ！
（要予約）

京都

滋賀県

KKR ホテル梅田

1室2名〜

平日

KKR 京都くに荘

屋上バーベキュー・飲み放題付プラン

京都府

びわ湖畔

パノラマバーベキュー飲み放題付プラン

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

0599-25-3226

客室一部BT付

新設の温泉露天風呂で疲れを癒した後は、鴨川を見渡し比叡山や
大文字・東山を一望できる大パノラマの屋上でバーベキュー !

1泊2食

鳥羽

〜家族一緒に思い出の夏〜
現役組合員様限定

KKR ホテルびわこ

1泊2食

夏のファミリー＆カップルプラン

三重県

KKR 鳥羽いそぶえ荘

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒

提携ホテルプライベートビーチか二見シーパラダイスのチケット付
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2食付でお気軽宿泊！

夕食はKKRホテル広島名物の釜飯3種を含む
7種類からお選びいただけます

1室2名〜

平日

土・休前日

6,900円 7,400円

※7/18〜8/22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）
※1名様プラス1,000円でエグゼクティブルームに変更可
★BT無客室利用は1名様500円引

料理
（イメージ）

食事 夕食は、
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）の計7種類の中からお選びいた
だけます朝食は和洋バイキング
★条件★〜9/30
●広島城（徒歩5分）
●宮島・厳島神社
（JR＋フェリー 50分）
●原爆ドーム
（路面電車15分）
●縮景園（徒歩10分）
●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

朝食付バリュープラン
1泊朝食付 1室2名〜

平日

4,900円 土・休前日 5,900円

※7/18〜8/22利用は1名様プラス1,000円
※1名様プラス1,000円でエグゼクティブ
ルームに変更可
※詳細は施設にお問い合わせください

広島県広島市中区東白島町19-65

客室（イメージ）

★大人の方は、7/10までと9/1〜11の期間 1,000円引
食事 瀬戸内の食材を中心とした会席料理

★お子様には夕食時ジュース1杯サービス
★条件★7/1〜9/30（8/13〜16、9/19〜22
除く）
●道後温泉本館「坊っちゃんの湯」
（徒歩10分)
●松山城：天守からの眺望が楽しめる
（車10分）
●砥部動物園：西日本最大級の動物園（車30分）

料理（イメージ）

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

1泊2食

平日

土・休前日

9,500円 10,500円

※1名様プラス750円で熊本城側客室へ変更可（ツイン・トリプル）

食事 夕食：季節の会席

「和」
ごはん6品
朝食：クチコミレビューでも
高評価♪和洋バイキング
郷土料理コーナーあり
特典 駐車場無料
（通常1泊500円）

★条件★〜9/30

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

●熊本城
（徒歩5分）
●美術館（徒歩10分）
●県伝統工芸館（徒歩1分）
●細川刑部邸（徒歩10分）
●くまモンスクエア（徒歩15分）
●城彩苑
（徒歩10分）
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
全室BT付

Bお子様

※8月の利用は大人プラス1,000円、A・Bお子様はプラス500円
※7/18・19、8/8〜15は特別料金、施設に要お問い合わせ

096-355-0121

熊本

①小学生
①小学生未満のお子様
生未満 お子様：お子様
ランチ(夕・朝 食)を1グ ル ー プ
に1名様分サービス
②小学生未満のお子様：アイスク
リーム券プレゼント
③小学生のお子様：夕食時、
子供
ビールをお1人様1本サービス
④お父様・お母様へは夕食時、
日
本酒またはソフトドリンクを
お1人様1杯サービス
⑤アーリーチェックイン14:00
⑥レイトチェックアウト11:00

食事 山口の旬の味覚を取り入れた月替わりの
会席料理(全12品)
Aお子様 夕食：エビフライステーキセット
朝食：ホットケーキセット 角島：角島大橋（車90分）
Bお子様 夕食：子供会席
観光スポット！
山口県人気の
朝食：和朝食
ラルド
橋から見えるエメ ！
が魅力
★条件★7/1〜9/30
グリーンの海

角島（イメージ）

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

全室T付

お肉、
お魚、旬の野菜が盛りだくさん！

福岡県

黒毛和牛ステーキごはんと夏野菜の会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日

湯田
温泉

博多

1室1名〜

10,800円
12,400円

食事 熊本県の広大な自然が育んだ菊池牛

「和王」
を使用しています
特典 ●駐車場無料
（通常1泊1,000円）

●夏休み期間
（7/18〜8/31）
は選べ
る特典をご用意！
※特典の詳細は施設にお問い合わせく
ださい

★条件★7/1〜8/31 ／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

料理（イメージ）

●博多座 ミュージカル『レ・ミゼラブル』
（7/8〜8/1）
●博多祇園山笠
（7/1〜7/15）
福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361

全室BT付

おかげさまで60周年！
特別感謝プラン

鹿児島県

黒豚しゃぶしゃぶ 肉 食べ放題プラン
1泊2食
平日
土・休前日

1室2名〜

9,800円
10,300円

★条件★〜9/30

60周年記念会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日

1室2名〜

11,000円
11,500円

食事 合 計10品 が な んと！1つ
の 椀に！豪 華 大 関 盛〜！さ
らに黒毛和牛と季節のお
魚のしゃぶしゃぶが同時
に楽しめるダブルコンロ
付！デザートは白熊だよ！ 会席（イメージ）

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

城山
温泉

食事 鹿児島の極み！黒豚
をＯＭＯＵぞんぶん
お楽しみください
黒豚しゃぶ（イメージ）

特典
●ウエルカムドリンクあり
●食事付のお子様ソフトドリンク飲み放題
（お子様ランチ1,000円〜）
送迎 鹿児島中央駅無料送迎（要予約）
★条件★〜9/30（8/13〜15・22除く）1室1
名 様 利 用はプラス500円 ／ 1名 様プラス
1,000円で和室に変更可（2名様から利用可）

●かごしまフロ
（風呂）
マラソンスタンプラリー
開催中
（平成28年3/31まで）
●ひっとべ！鹿児島国文祭
（10/31〜11/15）

鹿児島県鹿児島市城山町5-24
全室BT付

099-225-2505

※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）

KKR 鹿児島 敬天閣

熊本城と美味しい「和」ごはん

熊本県

KKR ホテル熊本

家族で囲む

料理（イメージ）

Aお子様

土・休前日

11,350円 13,350円
5,670円 6,670円
7,950円 9,350円

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 11:00

089-941-2934

全室T付

熊本城を愛でながら 季節の6品会席が付いたお得な1泊2食付

1室1名〜

おとな

平日

KKR ホテル博多

11,650円 14,150円
お子様
6,800円 7,800円
（小学生まで）

KKR 道後ゆづき

松山・
道後温泉

土・休前日

1室1名〜

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

1泊2食1室2名〜

愛媛県

道後夏物語プラン
平日

わくわくファミリープラン

●チェックイン 15:00
●チェックアウト 10:00

082-221-3736

客室一部BT付

暑い夏を温泉でスッキリ

1泊2食

広島

山口県
家族みんな
嬉しい特典6点

KKR 山口 あさくら

1泊2食

KKR ホテル広島

大浴場で疲れを癒すえらべる夕食プラン

パパ・ママの株急上昇！
６大特典付

広島県

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

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

＋入湯税
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