平成27年9月10日 （3）

第845号 毎月1回10日発行

とれたてご馳走プラン

北海道の

7,830円
8,830円

土・休前日

※1室1名様利用はプラス1,000円
食事 海の幸＆山の幸をたっぷり楽しめる

美食プランです
★新鮮な海鮮のお造り、
厳選仕入れ
屈斜路湖（イメージ）
の野菜＆お肉をご堪能ください

特典 昭和の名横綱大鵬煎餅のお土産付
（本紙持参）

★条件★9/10〜
10/31

紅葉の見頃は10月中旬です

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

●世界遺産知床（車90分）
●神秘の摩周湖（車20分）
●大パノラマが広がる天下の絶景・
美幌峠（車40分）

北海道

9/1〜9/30

平日

9,500円
9,000円

10/1〜10/31

※9/1〜9/30の土・休前日利用は1名様プラス1,500円
※10/1〜10/31の土・休前日利用は1名様プラス1,000円

函館山夜景（イメージ）

メニューは
食事 料理長が厳選した食材を使用いたしますので、
日替わりです
当日の献立をお楽しみにお越しください

大人1名様プラス2,000円にて
夕食グレードアップ＆お部屋食
にてご用意（要予約）
★条件★〜10/31
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

10月中旬より紅葉シーズン
●はこだてMOMI-Gフェスタ
（10月中旬〜11月初旬）

★函館夜景★
定期観光バス
大人1,600円
（当日予約可）

※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

お値打ち!!
料理長おまかせ会席プラン

11,350円
10,350円
9,350円

食事 地場食材に富んだ季節の料理をご提供

紅葉満喫!! 〜10/31
バーベキュー＆ビアガーデン

OPEN!

（休憩室＋入浴サービス）

場所貸しのみ

食材のみ

1,500円 2,000円

食材＋フリードリンク

3,800円

チェックイン前、
チェックアウト後のランチに大好評！

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

オプショ

全室T付

ぶどう狩り（イメージ）

★条件★9/10〜10/31 ／ 1室1名様利用
はプラス1,200円
（要予約）
送迎 JR水上駅 無料送迎
迎え 14:55 15:40 送り 10:00
●谷川岳天神平：10月初旬〜中旬（車15分）
●尾瀬沼：10月初旬〜中旬
●水明荘周辺：10月下旬〜11月中旬
群馬県利根郡みなかみ町大穴859

☎0278-72-2345

10/12 〜 10/31

9,200円 5,600円

平日

※土・休前日利用は1名様プラス2,000円
食事 朝食は道庁庭園が見える2階レストランでの

バイキング

特典 ●スタンダードシングルのお部屋をデラックス

ダブルにグレードアップ
道庁庭園（イメージ）
●お部屋の冷蔵庫に、
ミネラルウォーター、
缶ビールをご用意
●朝刊をお部屋にお届け
●ホテル前の道庁庭園の紅葉が見事
●レストランにてワンドリンクサービス ●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

水上
温泉

北海道札幌市中央区北四条西5-1

☎011-231-6711

全室BT付

掛け流し温泉、ジューシーな蔵王牛と山形名物の野趣味豊かな
「いも煮鍋」、美味しい地酒、また山形は果物王国です

秋の蔵王紅葉プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

山形県
蔵王
温泉

土・休前日

8,600円 9,600円

※1室1名様利用はプラス1,000円

食事 和風会席膳または生ラムジンギスカンコース

★好評
「芋煮」
はじまります
★朝食のお漬物バイキングをお楽しみに

トニーザイラー碑と三宝荒神山（イメージ）

蔵王山の紅葉（10月上旬〜11月上旬）
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（要予約2日前、
2人前から、1グループ同一メニュー）
●日本一の芋煮フェスティバル：
②蔵王牛小鍋すき焼き・しゃぶしゃぶに変更：
馬見ヶ崎河川敷（9/20）
1人前プラス1,200円（要予約2日前、
●ぶどう
（ナイアガラ、
スチューベン）
30分食べ放題540円（9月上旬〜10月下旬）
1人前からOK）
●ラ・フランス
（西洋梨）
★条件★〜10/31 ／ T付客室／
3個もぎ取り750円（10月上旬〜12月下旬）
T無客室利用は1名様1,000円引
山形県山形市蔵王温泉904-8

☎023-694-9187

客室一部BT付

9月1日より12月30日までの期間限定！
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
1泊朝食付
1室2名
1室3名
1室4名

ファミリー

東京都

プラン ★ご家族限定★

平日

日・祝日

8,900円 7,900円
9,200円 8,200円
9,700円 8,700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
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

ホテルからの景観（イメージ）

★条件★〜12/30（土・休前日を除
く）／ 2名様以上のご家族限定（小
学生以下のお子様添寝無料）／ 1
日限定20室

●コインランドリーあり
（有料）
●全室有線・無線LAN利用可
（無料）
（チェックイン日6:00〜チェックアウト日22:00） ●客室は全室禁煙（喫煙所あり）

特典 駐車料金無料サービス

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

全室BT付

東京都千代田区大手町1-4-1

☎03-3287-2921

※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）

竹橋

KKR ホテル東京

一番人気!!
岩魚塩焼付 満足プラン

全日

群馬県

KKR 水上 水明荘

秋の美食＋温泉＋紅葉プラン ぶどうン狩ありります

札幌

9/1 〜 10/11

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

北海道函館市湯川町2-8-14

☎0138-57-8484

全室T付

天然温泉100%かけ流し＆紅葉に囲まれた静かな一軒宿

1泊2食 1室2名〜
特選!!松茸どびん蒸付
プレミアムプラン

KKR はこだて

1泊2食 1室2名〜

函館･
湯の川
温泉

北海道

KKR 蔵王 白銀荘

秋の函館満喫得々プラン

1泊朝食付 1室1名

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

☎015-483-2643

秋の北海道の味覚と、当館自慢の源泉かけ流し

ビジネスプラン

★条件★〜10/31／1日限定5室(〜10/11)
／1日限定10室(10/12〜）

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

全室T付

22.4㎡のデラックスダブルのお部屋で
ゆったりとお過ごしいただけます

KKR ホテル 札幌

1室2名〜

平日

川湯
温泉

KKR かわゆ

1泊2食

北海道

●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︒

食欲の秋！料理長おすすめ秋の会席料理

（4） 平成27年9月10日

第845号

上品な「横浜フレンチ」と「ベイブリッジの夜景」で
秋の夜長をご満喫ください！

秋の横浜！

1室2名

平日

10,500円

土・休前日

11,500円

★1室3名様利用はお1人様500円引
★1室4名様利用はお1人様1,000円引

「横浜カジュアルフレン
食事 夕食はシェフ自慢の
チコース」
をご用意

●元町商店街：チャーミングセール
（9月下旬）
●三溪園：観月会（9月下旬〜10月上旬）
●中華街：国慶節、雙十節（10月上旬）
●馬車道：馬車道まつり（10月下旬）
●野毛、桜木町：野毛大道芸（10月下旬）

特典 朝食時にモーニングコーヒーをサービス

★条件★9/10〜10/31 ／海側和室利用／
1日限定4室／山手側和室利用は1名様
1,000円引／海側ツイン利用は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

料理（イメージ）

6,800円

土・休前日

湘南･
片瀬
海岸

8,500円

食事 平日は簡単な会席膳のお夕食

土・休前日は当館お勧めの会
席料理のお夕食でおもてなし

荷物等朝から預かり可
特典 ●車、

江ノ電（イメージ）

●食前酒サービス

●鎌倉大仏・長谷寺など（江ノ電で20分）
●新江ノ島水族館（徒歩15分）
●江の島（徒歩15分）

★条件★9/10〜10/31 ／ 6畳T無和室／
T付客室は1名様プラス1,000円／ BT付客
室は1名様プラス2,000円
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

相模湾一望！自家源泉かけ流しの露天風呂で満喫♪

1室3名〜

11,800円

1室2名

12,800円

※土・休前日利用は1名様プラス3,000円

食事 新鮮なお造りと富士鱒の陶板焼き、 料理（イメージ）

金目鯛ときのこが入った土鍋飯料理
で満腹
★条件★10/1〜31（10/10〜12は特定
日料金となりますので、施設に要問合せ）
熱海海上花火大会（9/26・10/12）

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

土瓶蒸しともち豚・
きのこの陶板焼きプラン

平日

〜9/30

※9/19〜22、10/10・11は土・休前日料金に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）

沼津底網漁の姿煮他「はまゆう」
食事 桜海老、
オリジナル会席

特典 売店割引券＆ウェルカムコーヒー券

志下海岸からの富士（イメージ）

プレゼント

送迎 JR沼津駅南口 無料送迎

迎え16:00（要予約）

★条件★9/10〜10/31 ／ BT付海側和室10畳
またはBT付山側洋室ツインルーム
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室BT付

●沼津御用邸記念公園
（各種イベント有）徒歩15分（割引券有）
●話題の沼津港深海水族館：車約10分
●世界遺産韮山反射炉：車約20分
静岡県沼津市志下192

☎055-931-0592

食事 季節の会席料理9品
※1名様プラス1,000円でお夕食がお部屋食
（炊き 江ノ電（イメージ）
込みご飯、
食前酒付 全10品）
に変更可
（和室限定）
※1名様プラス2,000円でグルメ会席
（金目鯛のしゃ のりおりくんで江ノ電の旅
ぶしゃぶ/黒毛和牛のすき焼き/黒毛和牛のステーキ 1日何度でも「のりおり」ができ、長谷寺、
/信玄どり八丁すき焼き）
全12品にグレードアップ
新江ノ島水族館をはじめ、江ノ電沿線の施
設にて割引や特典が受けられます

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

☎0467-25-4321

全室BT付

今年の秋は家族で箱根へ！

組合員限定
休前日も平日料金

沼津

神奈川県

箱根旅トクプラン
1泊2食
1室2名〜

箱根・
木賀
温泉

全 日

10,650円

※1室1名様利用はプラス1,500円
（平日のみ利用可）

食事 山海の味覚を存分に味わえる秋

の会席料理
★1人 前 プラス2,000円で 鮑 の
踊り焼き または 足柄牛天然石鍋
焼き をご用意
「宮ノ下駅」
から
送迎 箱根登山鉄道
料理（イメージ）
無料送迎 （14:30〜18:00）
★条件★〜10/9（9/19〜22除く）

※現在、大涌谷付近の噴火警戒レベルは3となっており
ますが、当館付近（宮の下）
は立入禁止区域外で特に問
題はなく営業を行っております。
また、温泉も自家源泉
で湯量等通常通り豊富な状態です
（9/3現在）

●仙石原のススキ
（見頃：9月下旬〜11月上旬、車15分）
●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

☎0460-87-2350

全室T付

桜海老を存分にご堪能できます！

桜海老のお刺身と釜飯付プラン
1泊2食

1室2名〜

平日

土・休前日

9,900円 10,900円

※1室1名様利用は1泊につきプラス500円
※10/10・11、11/21・22は1名様プラス2,000円
食事 桜海老の釜飯とお刺身がついた会席料理

★桜海老を、
まるごと1匹！
金目鯛の煮付に変更可

特典 貸切風呂使用料無料

（かけ流しの温泉です！）

桜海老（イメージ）

！
今が旬

送迎 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅

世界遺産 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！
伊豆長岡千歳荘から車で約10分
アクセス 伊豆長岡駅から無料送迎バスあり

静岡県伊豆の国市古奈82

新潟県

紅葉満喫プラン
全日

越後湯沢
温泉

1室2名〜

8,850円

※1室1名様利用はプラス2,200円
※お子様（小学生まで）
は、全日7,000円

食事 調理長自慢の季節の日替わり御膳

コース
朝食は和食中心ビュッフェ

※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

特典 モーニングコーヒーサービス
送迎 JR越後湯沢駅

無料送迎（要予約）
★条件★〜11/8 ／ 1名様プラス
1,000円で和室ベットルームまた
はBT付和室に変更可
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室T付

伊豆長岡
温泉

☎055-948-0010

客室一部T付

大パノラマの展望温泉で湯沢の
山々を眺めながら色づく秋を感じよう

1泊2食

静岡県

ロープウェーと紅葉（イメージ）

●湯沢高原ロープウェー（乗り場まで徒歩5分）
●苗場ドラゴンドラ（紅葉営業：10/10〜11/8）
●清津峡（車30分） ●秋山郷（車90分）
●弥彦神社（車100分）
※苗場ドラゴンドラチケット2,000円、湯沢高原ロー
プウェーチケット1,300円、フロントにてご用意

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

☎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

KKR 湯沢 ゆきぐに

土・休前日

11,550円
14,050円

静岡県

KKR 沼津 はまゆう

平日

※大人600円相当の江ノ電1日乗車券のりおりくん付

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

静岡県熱海市春日町7-39

1室2名〜

土・休前日

★条件★〜11/30（9/19〜22は特定日
料金となりますので、施設に要問合せ）

☎0557-85-2000

駿河味めぐり海幸＆山幸満喫プラン

10/1〜10/31の平日

無料送迎

11,800円〜

駿河＆沼津ならではのお料理を
お愉しみいただけます！

1泊2食

伊豆・
熱海
温泉

※詳細は施設にお問い合わせください

全室T付

11,800円
14,500円
15,300円

9/10〜9/30の平日

鎌倉

KKR 伊豆長岡 千歳荘

平日

静岡県

KKR ホテル熱海

お造り＆金目鯛ときのこが入った土鍋飯プラン

1室2名〜

●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

☎0466-23-7710

客室一部BT付

1泊2食

神奈川県

KKR 江ノ島 ニュー向洋

1室1名〜

平日

1泊2食

神奈川県

KKR 宮の下

秋の江ノ島散策プラン

湘南・鎌倉・江ノ電物語プラン

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

☎045-621-9684

平日ならさらにお得な料金で、江ノ電沿線の古刹の紅葉めぐりに最適です！

江ノ電1日乗車券 のりおりくん 付

★条件★9/10〜10/31

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

1泊2食

横浜

江ノ電1日乗り放題!!

KKR 鎌倉 わかみや

横浜カジュアルフレンチ付プラン

1泊2食

神奈川県

KKR ポートヒル横浜

●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

（5）

トレッキング、自然観察、ゴルフなど、
上信越の観光の拠点に！

新潟県
池の平
温泉

平日

7,700円
8,200円

9/10〜30
10/1〜11/8

※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」
をお楽しみください
★小学生以下のお子様はキッズバイキング
(9月まで）
10月からはキッズプレート
★ソフトドリンク飲み放題コーナー
★ブッフェコーナー
（唐揚げ、
そば等）
★ミニデザートコーナー
★朝食は高原和風ブッフェ

現職組合員 ★中学生以下は5,000円、未就学児で添い寝は無料
★小学生までのお子様にはキッズくじ引き
限定
＆花火プレゼント
（9月まで）
キッズ割！ ★キッズプレイルーム（9月まで）
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

妙高スカイケーブル（イメージ）

オプション

●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
★条件★9/10〜11/8 ／ BT付客室
利用は1名様プラス1,000円
10月中旬頃から見頃です
●妙高スカイケーブル（11/3まで毎日運行）
●杉ノ原ゴンドラ
（9/19〜9/23、10/3〜
11/15の土・休日運行）

石川県

土・休前日

8,100円 9,100円
1室2名
7,600円 8,600円
（ツイン）
1室3名
（デラックスツイン） 8,100円 9,100円
※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円でツインから
デラックスツインに変更可
食事 朝食は和洋バイキング
特典 ●310円相当の兼六園入園券付

●駐車料金無料（宿泊日当日15時〜翌11時）

★条件★〜12/30

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

兼六園（イメージ）

●金沢城址公園（徒歩1分）
●近江町市場（徒歩5分）
●兼六園（徒歩8分）
●ひがし茶屋街（徒歩10分）

9,800円

平日

土・休前日

10,800円

いちじくの
食事 きのこの鰯つみれ鍋、

揚げ出し、
飛騨牛ビーフシチュー、
帆立の燻製サラダに水物を加え
た全7品

★条件★9/1〜10/31（9/19〜22、 料理（イメージ）
10/10・11は14,100円となります）／
和室利用／ベッドルーム利用は別料金
●下呂温泉合掌村（徒歩5分）●飛騨高山（車60分）
となります
●チェックイン14：00
●チェックアウト10：00

土・休前日

12,200円 15,900円

※小学生までのお子様は、平日10,650円〜11,770円、
土・休前日13,290円
★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室大人2名利用は
お1人様3,000円引
※ダブルベッドルーム1室1名利用料金は要問合せ
食事 ●国産牛・豚・鶏・海鮮(海老/烏賊/

帆立)、
焼野菜、
ウィンナーのBBQ
●枝豆、
冷麦、
サラダ、
カットフルーツ付
●サラダ、
スープ、
ご飯のフードバー付
●飲み放題2時間付

BBQ会場（イメージ）
料理（イメージ）

（定員8名） ●唐崎の松（徒歩7分）
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
●三井寺（車15分）
40分 1艇15,500円
（要予約）
●浮御堂（車20分）

★条件★〜10/12

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室BT付

滋賀県大津市下阪本1-1-1

☎077-578-2020

ソフトドリンク飲み放題付

●お食事時ハーフバイキング付
●ウエルカム無料ドリンクバー
●女性にはおしゃれ浴衣をご用意
●貸切家族風呂利用無料
●コミック・絵本コーナー
●無料ランドリー
●信楽焼つぼ風呂できました

豚のしゃぶしゃぶ
食べ放題プラン
1泊2食 1室2名〜

平日

8,800円〜

10,800円〜

土・休前日

※詳しくは施設にお問い合わせください

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

☎0266-58-1259

客室一部BT付

うれしい
無料送迎付

上高地、乗鞍、新穂高からの秋の紅葉は絶景です

奥飛騨和会席プラン
1泊2食
平日

土・休前日

琵琶湖

酒蔵めぐり：
甲州街道沿い
500mほ ど の 間
に5軒 の 造 り 酒
屋が立ち並びま
す
（当館から徒歩
約20分）

岐阜県
平湯
温泉

1室2名〜

12,200円
13,200円

※1室1名様利用はプラス2,000円（平日のみ利用可）
食事 A5等級飛騨牛しゃぶしゃぶが1品付いた

季節の奥飛騨和の会席
★1名様プラス1,000円で特別和室にて ★条件★〜10/31
お部屋食に変更可

料理（イメージ）

当施設から徒歩5分のバス
ターミナルよりシャトルバ
ス等で上高地、乗鞍へも簡
単アクセス！

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

☎0578-89-2626

全室T付

種類豊富なビュッフェスタイルと
名古屋城が見える朝食会場

愛知県

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付
1室1名〜

平日

名古屋

土・休前日

6,600円 7,600円

食事 朝食は和洋バイキング
特典 ●ワンドリンク無料券進呈

（夕食時のみ利用可）
●1室2名以上の場合は名古屋城側の
お部屋をご用意
●1室3名様利用は1部屋あたり1,000円引

★条件★〜10/31
●名古屋城（玄関・表書院復元一般公開／ 10月
中旬菊花大会）
●名古屋市科学館（プラネタリウム）
●ノリタケの森（世界のノリタケチャイナ）

名古屋城菊花大会（イメージ）
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

☎052-201-3326

全室BT付

くに荘温泉露天風呂は、おかげさまで1周年 !
京都で味わう秋の味覚と露天風呂

四季彩会席
1泊2食
1室1名〜

平日

京都府

松茸会席

京都

土・休前日

16,150円 18,150円

★9/1〜9/11利用は1名様2,000円引
★9/12〜9/18、9/22〜10/9利用は
1名様1,000円引
※9/19〜9/21、11/7〜11/15は1名様
プラス2,000円
食事 松茸土瓶蒸しに松茸ご飯、

露天風呂
（イメージ）

旬の食材を京料理で堪能！

1名様プラス5,000円で
「焼松茸」
と
「和牛と
松茸のすき焼き」がメインの『豪華松茸づく
し会席』
にグレードアップできます！

★条件★〜11/15 ／ 1名様シングル、2名様
ツイン、3名様和室トイレ付客室ご利用時料金
／ 1日限定5室／松茸は外国産です
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室T付

松茸会席（イメージ）

●京都御所（徒歩5分） ●平安神宮（徒歩
15分） ●下賀茂神社（徒歩15分）

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

※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 京都くに荘

パノラマバーベキュー宿泊プラン

平日

滋賀県

KKR ホテルびわこ

びわ湖畔
1泊2食

食事 長野県産牛ヒレ＆リブロース食べ放題

★条件★〜10/31（9/19〜22、10/24利用はお問合せ
料理（イメージ）
ください）／T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11：00

☎0576-25-5505

琵琶湖に浮かぶ月を見ながら秋のBBQ!
食後に琵琶湖眺望の露天風呂でほっこり

1室2名〜

下呂
温泉

岐阜県下呂市森1209

全室T付

9,800円 11,800円

※10/12 〜 30利用は1名様プラス500円

KKR ホテル 名古屋

1室1名〜

岐阜県

KKR 下呂 しらさぎ

きのこの鰯つみれ鍋といちじくの揚げ出し会席

土・休前日

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

石川県金沢市大手町2-32

秋の創作和食会席をお楽しみください

平日

●奥飛騨近郊（10月中旬〜下旬） ●上高地（10月中旬〜下旬）
●乗鞍（10月上旬〜中旬） ●新穂高（9月下旬〜10月下旬）
●高山（10月下旬〜11月上旬）

☎076-264-3261

全室BT付

開設40周年記念特別謝恩プラン

1泊2食

KKR ホテル金沢

平日

金沢

1室1名
（シングル）

1泊2食

1室2名〜

上諏訪
温泉

KKR 平湯たから荘

兼六園入園券付 朝食プラン

長野県産牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

新潟県妙高市関川2275

☎0255-86-2113

客室一部BT付

兼六園まで徒歩8分!! 行楽シーズンにぴったりのお得プラン♪

1泊朝食付

KKR 妙高高原 白樺荘

1泊2食 1室1名〜

長野県

KKR 諏訪湖荘

秋の妙高高原で遊んじゃおプラン

当施設人気№1ヒレステーキ食べ放題プランにリブロース食べ放題が加わりました

ソフトドリンクバー飲み放題付

●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

（6） 平成27年9月10日

第845号

秋色に色づく大阪城の夜景を眺めながら、
おしゃれディナーで優雅なひとときを！

大阪府

秋の大阪満喫プラン
平日

1室2名〜

森之宮

土・休前日

9,400円 10,400円

洋食・和食からお選びください
食事 夕食は、

大阪城（イメージ）

★条件★10/1〜12/30
●おまかせ洋食セットメニュー
（3日前まで予約要）
（12/22〜25除く）
●おまかせ和食膳
（前日まで予約要）
★1名様プラス2,000円でフランス料理フルコース
または本格四季会席に変更可

特典 お食事中のお飲物20％割引

大阪城一望朝食付プラン
1泊朝食付
1室2名〜

平日

土・休前日

6,500円 7,500円

食事 大阪城一望12Fレストランで和洋バイキング
★条件★〜12/30

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

★条 件★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 ／ 1名 様 プ
ラス500円で大阪城側客室利用
可
（通常1,000円）

7,400円

土・休前日

※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

お造り御膳、
天婦羅御膳、
食事 夕食は、

料理（イメージ）

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 ●広島城（徒歩5分）
●宮島・厳島神社（JR＋フェリー 50分）
らお選びいただけます
●原爆ドーム・平和記念公園（路面電車15分）
朝食は和洋バイキング

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

★ツインルーム2名様利用は
お1人様1,000円引

露天風呂（イメージ）

食事 瀬戸内の食材を

中心にした会席
料理

●道後温泉本館「坊っちゃん
の湯」
（徒歩10分)
●石手寺(51番札所)：
国宝仁王門（徒歩15分）
●松山城：
天守からの眺望（車10分）

★条件★9/12〜
10/31（9/19〜22
利用はお問い合わせ
ください）
道後温泉（イメージ）

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

朝食付

お得！

熊本城に一番近いホテル

駐車場0円

土・休前日

6,800円
7,800円

食事 朝食はクチコミでも高評価！

地元食材を使用した和洋バ
イキング50品目

特典 駐車場利用料金無料

（通常1泊500円）

★条件★〜12/30 ／ 1日限定
5室／ 1名様プラス750円で
熊本城側へ変更可（ツイン・ト
リプル）
●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

朝食（イメージ）

●熊本城（ホテル目前） ●城彩苑（徒歩約10分）
●県伝統工芸館（隣接） ●くまモンスクエア（徒歩約10分）
●水前寺公園（市電・バス約20分）

全室BT付

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

☎096-355-0121

●城崎マリンワールド
（車10分）
●玄武洞公園（車10分）
●天空の城・竹田城跡
（車60分）
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

☎0796-32-2631

客室一部T付

〜祝！【世界遺産登録】
「明治日本の産業革命遺産」を見にいこう〜

長州やまぐちまるごと食べんさいプラン
1泊2食

1室1名〜

平日

土・休前日

13,800円 15,800円

食事 山口の食材を取り入れたお肉・お魚づくしの会席料理

(全12品)
★条件★9/10〜10/31（9/19〜22、10/10・11は特別料金
になります）／ 3日前までに要予約

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
山口・萩／ 5つの産業遺産群

①萩反射炉 ②恵美須ヶ鼻 造船所跡
③大板山たたら製鉄遺跡 ④萩城下町
⑤松下村塾
（萩：車60分）

1泊2食
1室1名〜

山口県山口市神田町2-18

☎083-922-3268

全室T付

ふくふく会席プラン
平日

土・休前日

ハカ

1室1名〜

熊本県
熊本

料理（イメージ）

特典

駐車場料金無料（通常1泊1,000円）
★条件★1日限定3室／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

タ

一路博多プラン
1泊朝食付

博多

14,200円 16,300円

上がりください
★条件★10/1〜10/31
ロ

福岡県

和牛ステーキ付

「萌木」
にてお召し
食事 ふぐ三昧のコースを京風会席

イチ

平日

土・休前日

6,200円 8,300円

博多座
『石川さゆり特別公演』
（9/5〜28）
『Endless Shock』
主演：堂本光一（10/7〜10/31）
福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

☎092-521-1361

全室BT付

西郷隆盛も好んだせごどん料理
（西郷膳）のご紹介です

第2弾

鹿児島県

60周年記念会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日

城山
温泉

1室2名〜

11,500円
12,000円

食事 豪華西郷TAKA盛ィ〜！あの西郷も好んだ

薩摩ガネ天 も登場します。
美味しいよ〜！

特典 焼酎1杯サービス

送迎 鹿児島中央駅無料送迎
（要予約）

★条件★〜〜12/25 ／ 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）
●世界遺産！尚古集成館まで車10分
●鹿児島国文祭（10/30〜11/15）ご予約はお早目に！

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室BT付

湯田
温泉

料理（イメージ）

味覚の王様をどこよりも早くお届けいたします！

豪華!!

山口県

KKR 鹿児島 敬天閣

平日

1室1名〜

茸・土瓶蒸し・松茸入り小鍋・釜
飯）が付いた和会席コース

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

KKR ホテル 熊本

朝食＋ミネラルウォーター付 宿泊プラン

1泊朝食付

竹田城跡（イメージ）
写真提供：吉田利栄

（焼き松
食事 松茸を使用したお料理

★条件★9/10〜10/31（9/19〜22除く）

☎089-941-2934
市街地まで徒歩6分

※1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

食事 朝食は和洋バイキング

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

全室T付

13,900円

KKR ホテル博多

土・休前日

KKR 道後ゆづき

松山・
道後
温泉

11,650円
14,150円

土・休前日

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

愛媛県

1室1名〜

12,900円

長門峡：紅葉シーズンは10月下旬〜11月中旬頃。
真っ赤に染まった峡谷は絶景です
（車30分）

☎082-221-3736

客室一部BT付

秋の坊ちゃんプラン
平日

広島

広島県広島市中区東白島町19-65

歴史と文化の町を満喫

1泊2食

広島県

●縮景園（徒歩10分）

★条件★9/10〜10/31

平日

KKR 山口 あさくら

1室2名〜

6,900円

平日

1室2名〜

●チェックイン14：00
●チェックアウト10：00

KKR ホテル広島

1泊2食

1泊2食

城崎
温泉

★条件★〜10/11／T付客室利用は1名
様プラス1,000円／松茸は外国産です 松茸（イメージ）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

えらべる夕食プラン

秋の松茸会席プラン

●夕食時ドリンク料金20％引

☎06-6941-1122

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

大浴場で疲れを癒し
2食付でお気軽宿泊!!

兵庫県

特典 ●7つの外湯無料券プレゼント

●紅葉の大阪城公園はホテル目前
●あべのハルカス（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）

全室BT付

期間限定！
秋の味覚・松茸をご堪能ください

KKR 城崎 玄武

1泊2食

KKR ホテル大阪

●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

料理（イメージ）
鹿児島県鹿児島市城山町5-24

☎099-225-2505

※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

▲ UP

