洗浄器付トイレ

●マークのご案内

チェックイン時に
精算をお願いしています

（客室または館内に設置）

KKR かわゆ

北海道

川湯温泉

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

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

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉 1-2-15

☎015-483-2643
源泉かけ流し北の名湯 川湯温泉で
やすらぎの休日を！

10/1～10/31の平日
11/1～12/30 の平日

和食膳を日
替わりでご
用意
1室1名様利
用はプラス
1,000 円

2 泊目以降

6,330 円 5,830 円
5,330 円 4,830 円

1室1名様
利用はプラ
ス1,000円

11/1～12/30

7,830 円 6,830 円

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、厳選仕入れの野菜＆お肉をご堪
能ください

屈斜路湖（イメージ）

●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）

KKR はこだて
北海道函館市湯川町 2-8-14

☎0138-57-8484

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

昼食付ですのでお食事の心配もいりません

函館･湯の川温泉
自慢の源泉かけ流しの温泉と旬の味覚をご堪能ください

格安！ 連泊湯治 プラン
平日

1室1名

1室2名

1 室 3 名～

（1泊あたり 7,600 円）（1泊あたり 7,100 円） （1泊あたり 6,600 円）
【ご確認ください】
・初日のみお布団をお敷きし、その後の布団上げ下げはいた
しません
・お部屋のお掃除は 4 泊以上の場合に 4 泊目の朝いたします
・リネンの交換は毎日いたします

程よい量で、美味しいものを食べたいというお客様に
ぴったりのお部屋食プランをご用意いたしました♪
ゆったりお部屋食

旬の味覚が満載♪美食会席プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食 1室 2 名～ 10/1～10/30 11/1～12/29
平日

10,750 10,250
円

★ 連泊の場合は 2泊目以降1泊あたり1名様 500 円引

大通公園（イメージ）

和食・洋食・中華からお選びいただける 2 食付
OB 様限定の特別なプラン

北海道 特選プラン

円

ご夕食は、旬の食材
をふんだんに使った
メニュー

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食 1室 2 名

10/1～10/11 10/12～12/28

9,800 円 8,200 円
11,800円 9,600 円 2 名様から利用可

レストランにてワン
ドリンクサービス

●ホテル前の道庁庭園の
紅葉が見事
●ミュンヘンクリスマス
市（11/27～12/24）
●さっぽろホワイトイル
ミネーション（11月下
旬～2 月中旬）

10/1～12/28／1
室 3 名 様 以上の場
合お1人様 500 円
引／ 1日限定 5 室

宮城県

仙台

★和・洋・中からお選び
ください

※和食・中華は日・祭日休み、
洋食は土曜休み

KKR ホテル仙台
宮城県仙台市青葉区錦町 1-8-17

☎022-225-5201

道庁庭園（イメージ）

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：仙台

「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・液晶テレビ完備

平日限定

22,800 円 21,300 円 19,800 円

和食会席を日替わりでご提供
11/1～12/29 ／3 泊から利用可

土・休前日

朝食付連泊プラン

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

3泊8食

7,200 円 4,600 円
9,200円 6,000 円

平日

土・休前日

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）をお預かりします

北海道

10/1～10/11 10/12～12/28

平日

JR 川湯温泉駅 無料送迎（要予約）
10/1～12/30
＊10/1～10/31の土・休前日利用は1名様プラス1,000 円
＊11/1～12/30の土・休前日利用は1名様プラス500 円

函館･湯の川温泉

1泊 朝食付 1室 2 名

北海道庁赤レンガ庭園を眺められる 2 階レストランでご朝食

■お一人様あたりの組合員料金

平日

北海道札幌市中央区北四条西 5-1

☎011-231-6711

※1室1名様利用はプラス 600 円～1,200 円

北海道のとれたてご馳走プラン
10/1～10/31

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

■お一人様あたりの組合員料金

食欲の秋！料理長おすすめ秋の会席料理

1泊 2食 1室2 名～

KKR ホテル札幌

カジュアルプラン

1泊からOK

■お一人様あたりの組合員料金

1泊目

札幌

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

朝食付のシンプルなプラン

温泉三昧！連泊プラン
1泊 2 食 1室2 名～

北海道

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

厳選した旬の食材を
使用した日替わりの
和食会席です
10/1～12/29 ／
2名様から利用可

1泊朝食付 1室 2・3 名

1泊目

2 泊目

5,300 円 5,200 円 5,100 円

平日のみ

平日のみ利用可

一押し！

伊達な朝食付 プラン

■お一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

5,300 円 6,425 円

朝食は定食でご用意します
夕食時に利用できるワンドリンク
サービス券プレゼント（ドリンクのみの利用不可）

※日・祭日はレストラン定休日

10/1～11/29 ／1室1名様利用は
プラス 500 円／ 1日限定 5 室

土・休前日利用は
1 名様プラス1,000 円

3 泊目以降

青葉城址 写真提供：宮城県観光課

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）をお預かりします
函館山夜景（イメージ）

●はこだて MOMI-G フェスタ（10 月～11月）
●はこだてクリスマスファンタジー（12 月）
●はこだてイルミネーション（12 月～）
※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

●仙台よさこい祭り（10/10・11）

客室（イメージ）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

東北・関東

山形県

蔵王温泉

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

KKR 蔵王 白銀荘
山形県山形市蔵王温泉 904-8

☎023-694-9187

（要予約 / 要条件確認）

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

蔵王の秋から冬への季節を感じ、
芋煮と温泉で温まってください

蔵王の 錦秋・初冬満喫プラン
■お一人様あたりの組合員料金
1泊2食
1室 2 名～

10/1～11/8

平日

10/1～11/8

11/9～12/19

群馬県利根郡みなかみ町大穴 859

☎0278-72-2345
天然温泉100％かけ流し＆紅葉に
囲まれた静かな一軒宿

料理（イメージ）

蔵王牛すき焼またはしゃぶしゃぶ
（要予約 2日前／2人前から／
1グループ同一メニュー）
2 名様から利用可

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

全プラン

秋の 美食+ 温泉+ 紅葉プラン
■お一人様あたりの組合員料金

10/1～11/30（右記除く） 土曜日と10/11～11/6、11/22

お値打ち！
！料理長おすすめ会席プラン

※1人前プラス1,200 円で蔵王牛小鍋プランに変更可

1泊2食
1室 2 名～

水上温泉

駐車場

（無料）

KKR 水上 水明荘

一番人気！
！岩魚塩焼付満足プラン

和風会席膳または生ラムジンギスカン
コースからご選択
★夕食に山形の郷土料理「いも煮」付
★朝食のお漬物バイキングも大好評

■お一人様あたりの組合員料金

駐車場

（有料）

特選！
！松茸どびん蒸付プレミアムプラン

※1室1名様利用はプラス1,000 円

蔵王牛プラン

群馬県

1泊 2 食 1室 2 名～

11/9～12/19

8,600 円 7,600 円

平日

最寄駅等からの迎え

（要予約 / 要条件確認）

赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋プラン

11,350 円
10,350 円
9,350 円
10,350 円

12,850 円
11,850 円
10,850 円
11,850 円

季節感あふれる地元食材のお食事を
お楽しみください
10/1～11/30／1名様利用はプラス1,200 円
（通常 2,000 円）／松茸は外国産です
※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）をお預かりします

10,800円 9,800 円
10/1～12/19 ／土・休 前 日
利 用 は 1名様プラス 1,000 円
／トイレ付客室／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
ドッコ沼（イメージ）

● 紅葉の見頃（10 月上旬～11月上旬）
●フルーツ狩り（ブドウ、ラフランス）
車 30 分（10 月上旬～12 月上旬）
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平日
限定

好評連泊 プラン

1室 2 名～10/1～11/6 7,800 円
11/9～12/18 6,800 円
※詳しくは施設にお問い合わせください

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（消費税込）料金です

紅葉（イメージ）
尾瀬沼の草紅葉・草原（イメージ）

JR 水上駅 無料送迎
迎え 14:55 15:40
送り 10 :00（要予約）

紅葉の見頃
●尾瀬・尾瀬沼：10 月初旬～中旬
●谷川岳天神平：10 月初旬～中旬
●水明荘周辺：10 月中旬～11月中下旬

※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

東京都

竹橋

（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしています

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

3泊 4日以上の宿泊をお得なプランで！コインランドリー完備！
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

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

全プラン

☆3泊4日以上で
同じお部屋ならお得！

■お一人様あたりの組合員料金

素泊まり 3泊4日 全日
デラックスシングル
レギュラーツイン
ダブル

1室1名

1室2名

22,500円 ( 延泊 7,500 円 ) 14,700 円( 延泊 4,900 円)
29,400 円 ( 延泊 9,800 円 ) 22,200 円( 延泊7,400 円)

※ツイン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に変更可
※1室 3 名様利用は 22,200 円（延泊7,400 円）で皇居側のデラックスツインとなります

アーリーチェックイン可 ( 通常 15:00→13:00）

オプション 和洋バイキングのご朝食：1名様プラス1,400 円（7:00～9:00）

1日限定 20 室／ 3 泊から利用可

全日

シニアプラン2食付

1室1名

1 室 2 名～

15,600 14,600 円
円

※1室2名様利用はお1人様プラス 1,500 円で
皇居側デラックスツインに変更可

駐 車 料 金 無 料（チェックイン日
6 : 0 0 ～ チェックアウト日 22:00）
10/1～12/30

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

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

お一人・ファミリー・グループ・
10/30 まで
カップルのプランをご用意！

シングル・ツインルーム プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 サービス朝食付
1室1名（シングルルーム）
1室 2 名（ツインルーム）

全日

6,800 円
5,800 円

※トリプルルーム（1室 3 名）、和室（1室 2～4 名）の
ご利用はお問い合わせください

～10/30
朝食は和食ビュッフェを無料提供

外観（イメージ）

シャトルバス運行

61歳以上のOB様限定！
1泊2食

中目黒

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

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

61歳以上の OBのお客様限定で 2 食付の
充実したプランをご用意しました♪
■お一人様あたりの組合員料金

東京都

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

※詳細は施設に
お問い合わせください

ホテルからの景観（イメージ）

夕食は『展望レストラン芙蓉』にて
洋食・和食いずれかをご用意（土・
日・祝日は『レストランたけはし』
にて和食をご用意）
1日限定10 室

※1泊朝食付シニアプランもありますので、
お問合せください

シャトルバス（イメージ）

●東京スカイツリー（電車 45 分 )
●東京ディズニーリゾート（電車 45 分）
●六本木ヒルズ（電車 10 分）

サービス朝食（イメージ）

11月1日～平成 28 年1月末
（予定）まで改修工事のため
休業させていただきます

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

神奈川県

横浜

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

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

シェフのお勧め！横浜ならでは！
カジュアルフレンチコースをご堪能ください

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名

土・休前日

（無料）

KKR 鎌倉 わかみや

神奈川県

鎌倉

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

秋の鎌倉 長谷寺紅葉プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

10,300 円 11,300円

1 室 2 名～

平日

ヨコハマの夜景を楽しみながらシェフ
お薦めのカジュアルフレンチコース

土・休前日

板長の厳選の秋の味覚と横浜ベイブリッジの
夜景をご堪能ください

秋の味覚 和会席プラン

ハマの板長！

駐車場

（有料）

拝観券付

料理（イメージ）

平日

駐車場

（要予約 / 要条件確認）

坂東第四番札所 日本でも最大級の木造観音「長谷観音」と
庭園めぐり
（江ノ電でひと駅）

ヨコハマ・ブルーライトプラン
1泊 2 食

最寄駅等からの迎え

（要予約 / 要条件確認）

14,500 円
15,300円

期間限定で
ライトアップもあるヨ！
！

長谷寺拝観券（大人 300
円相当）と荷物預かり券付
10/1～11/30 ／ 2 名様
から利用可
長谷寺の紅葉（イメージ）

■お一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

12,300 13,300
円

由比ガ浜から目指せ一万歩

紅葉の鎌倉 ぶらり散歩プラン

円

ご夕食は、ハマの板長厳選食材を使用した
和食会席をご用意

10/1～12/28／1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／海側和室利用／
洋室禁煙 ツイン利用は1名様
プラス1,000 円／ 1日限定 4室
／ 2名様から利用可
朝食時にモーニングコーヒー
をサービス

神奈川県

湘南・片瀬海岸

■お一人様あたりの組合員料金
レストランからの夜景（イメージ）

【10 月】国慶節・雙十節 ( 中華街 )、馬車道
まつり( 馬車道 )、元町フードフェア
( 元町商店街 )、野毛大道芸 ( 野毛 )
【11 月】美食節 (中華街)、元町イルミネーション
( 元町 )、三溪園紅葉の夕べ(三溪園 )

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

11,800 円

歩数計プレゼント
12/1～12/28（土・休前日
除く）／2 名様から利用可

■お一人様あたりの組合員料金

2 泊目以降

6,980 円 5,980円

※1室1名様利用はプラス
1,000 円
※連泊の場合、布団敷き・
アメニテイーの交換なし

量は控えめお膳料理でご提供（会席スタイルではございません）
★夕食時、体がほっこり小鍋付 ★連泊の場合、おにぎり又はおそばの昼食付（ご希望者のみ）
10/1～12/28（土・休前日を除く）／6 畳トイレ無客室／1日限定3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

神奈川県

湘南・逗子海岸

毎月メインが替わる 特別会席料理プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

平日

1室1名 ～
松茸（イメージ）

和牛（イメージ）

自家用車・お荷物など
宿泊当日の朝からお預
かりします

土・休前日

11,800 円 13,800円

秋の味覚松茸(10月 )、小坪地魚の刺身 (11 月 )、
和牛(12月)を月替わりのメインで提供する会席料理
夕食時お飲物 1 杯サービス
10/1～12/25 ／ 8 畳トイレ付客室／1日限定1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／ 松茸は外国産です

紅葉（北鎌倉の古刹）11月中旬～12 月上旬

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（消費税込）料金です
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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

全プラン

松汀園名物豪快舟盛りがついた
グルメプラン！メインにお好きなグルメをチョイス！

葉山牛またはあわび海鮮しゃぶしゃぶプラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食
1室 2 名～

平日

土・休前日と
11/2、12/22
（特定日を除く）

特定日
（10/10・11、
11/21・22）

選べる
コース

9,980 円 11,980 円 12,980

よくばり
コース

11,980 円 13,980 円 14,980

選べるコース：選べるグルメ
（葉山牛しゃぶしゃぶ・あわび
＆海鮮しゃぶしゃぶ）からお好き
円 なグルメを1つお選びください
よくばりコース：選べるグルメを
円 2 つ召し上がれます
※選べるグルメは 1 品 2 人前以上

★よくばりコースは 6名様以上で
個室宴会も OK！
忘年会にもぴったり（要予約）

10月は松茸、11月は小坪の地魚刺し、
12 月は和牛の年内三本〆で今年を締めくくろう！

全国おすすめの宿厳選

季節の会席料理全 9 品
★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
★1 名様プラス 2,000 円でグルメ
会席（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
/ やまと豚のしゃぶしゃぶ）全12 品
にグレードアップ
※お部屋食は和室ご利用のお客様のみ

1泊からOK

秋～冬の古刹を訪ねる平日限定プラン
1室 2 名

平日のみ

全プラン

紅葉情報や江ノ電沿線の
かくれたスポットをご案内します

1 泊目

1 室 2 名～

【12 月】山手西洋館世界のクリスマス
( 山手地区 )、タワーズミライト
( みなとみらい )、アートリンク
( 赤レンガ倉庫 )

KKR 江ノ島 ニュー向洋

1泊 2 食 平日のみ

1泊 2 食

古都鎌倉へは電車でひと駅
松汀園名物・豪快舟盛コースはおすすめ◎

鎌倉観光にも便利！松汀園スタンダードプラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食
1室 2 名～

基本会席
コース
豪快舟盛
コース

12月の平日

土・休前日と
10月・11月の平日 11/2、
12/22

5,980 円 6,980 円 7,980 円
7,980 円 8,980 円 9,980 円

基本会席コースは軽めの会席
松汀園名物・人気の豪快舟盛コースは特におすすめ
10/10・11、11/21・22 除く
●13 時からのアーリーチェックイン OK
（要予約・除外日あり）
●1 名様プラス1,100 円で 12 時チェックイン
昼食付で囲碁 / 将棋 / 麻雀無料貸出（要予約、
除外日あり）

舟盛（イメージ）

10/1～12/25 ／ 1日
限定 3 室／大正館指定は
1名様プラス1,100 円
※1室1名様利用はプラス
1,100 円

※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

チェックイン時に
精算をお願いしています

（客室または館内に設置）

KKR 宮の下

神奈川県

箱根・木賀温泉

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

チェックイン /15：00
チェックアウト /10：00
全室 T 付

神奈川県足柄下郡箱根町木賀 1014

静岡県

伊豆・熱海温泉

☎0460-87-2350

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

KKR ホテル 熱海
静岡県熱海市春日町 7-39

☎0557-85-2000

箱根 旅トクプラン

秋から冬の

旬の会席料理プラン
■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

10月・11月

1泊2食

12 月

10,650円 9,950 円

平日

1 室 2名
客室（イメージ）

1 室 3 名～

※土・休前日利用は1名様プラス1,500 円
※1室1名様利用はプラス1,500円（10 月・12月の平日のみ利用可） 山の幸・海の幸をふんだん

に使用した秋の創作会席料理

10 月料理（イメージ）

グルメプランで秋旅を満喫☆

紅葉鯛の 活造りプラン
10月・11月

※土・休前日利用は1名様プラス1,500 円

～12/25（10/10・11、11/21・22 除く）／
お1人様プラス5,000円で“半露天風呂付特別室”
へ変更可
※別途、入湯税（1泊あたり150 円）をお預かりします

紅葉鯛の活造り（イメージ）

程よい脂がのった真鯛（紅
葉鯛）を活造りでご用意！
1日限定 5室／ 2名様から
利用可
※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（9/1 現在）

● 仙 石 原 の ス ス キ（ 見 頃：～11月上旬／バス 20 分）
● 芦 ノ 湖 周 辺 の 紅 葉（ 見 頃：11 月上旬／バス 20 分）

KKR 伊豆長岡 千歳荘

静岡県

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

静岡県伊豆の国市古奈 82

☎055-948-0010

■お一人様あたりの組合員料金

1 室 2 名～

1泊目

2 泊目

3泊目以降

7,700 円 7,200 円

※土・休前日は 1名様プラス1,000 円
※1室1名様利用は1泊につきプラス500 円

6,700 円

金目鯛煮付（イメージ）

旬な食材を使った会席料理
（毎日料理内容が変わります）

まるごと一匹！ 金目鯛の煮付けと会席プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1 室 1 名～

平日

9,900

土・休前日

円

10,900

貸切風呂使用料無料
（かけ流しの温泉です！）
～12/28／10/10・11、11/21
・22 利用は1名様プラス 2,000 円
※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）
をお預かりします

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎

平成 27 年10月

全室トイレ付客室に
なりました

2 泊目

3泊目以降

11,800 円 11,500 円 11,300 円

お食事は、日本料理・中国料理から
選択可（要予約）
露天風呂（イメージ）

10/1～12/28（10/10・11、11/21・22、
花火大会は特定日料金になりますのでお問い
合わせください）／ 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

静岡県

沼津

●熱海梅園もみじ祭り
（11/14～12/6）
●熱海海上花火大会
（10/12、12/6・13・23）

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

平日
全プラン

量控えめ 創作会席プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食
平日
土・休前日と
12/27～30

1 室 2 名～

9,350 円
11,850円

月毎に替わる旬の素材を使用
した会席料理

駿河＆沼津ならではの
お料理をお愉しみいただけます！

甘辛いタレをたっぷりからませた
煮付はかみしめるごとにうまみが広がる

1泊 2 食

1泊目

連泊湯治プラン

シニアの方におすすめ！

1泊からOK

露天風呂で湯治プラン

1泊2食 平日

平日

1泊からOK

全プラン

世界遺産に近い！
韮山反射炉まで車で約10 分

連泊がお得！

12,800 円 15,800円
11,800 円 14,800円

※土・休前日は 1名様プラス3,000 円

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎
（時間 14:30～18:00）

伊豆長岡温泉

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2・3名

土・休前日

10月は富士鱒の陶板焼きと金目鯛・きのこが入った
土鍋飯料理
11月・12 月は国産牛の陶板焼きと選べる鍋（寄せ鍋・
河豚鍋・蟹鍋）料理

相模湾一望！熱海

12 月

12,650円 11,950円

平日

平日

敷地内から湧き出る温泉でのんびり♪

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

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

自家源泉かけ流しの露天風呂と
会席グルメ料理で満喫♪

黄金色のススキと真紅の紅葉
今年も箱根の秋を愉しむ旅へ

1泊2食 1室2名～

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

円

お1人様 1 匹ずつ金目鯛の
煮付がついた会席料理
★金目鯛の煮付を静岡県産
あしたか牛ステーキに変更可

今が旬！

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！
★ アクセス
伊豆長岡千歳荘から
車で約10 分

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

外観（イメージ）

駿河味めぐり 海幸＆山幸満喫プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

1 室 2 名～

11,550 円
土・休前日と
円
12/27～30 14,050

桜海老、沼津底網漁の姿煮他
「はまゆう」オリジナル会席

平日

10/1～12/30（10/10・11、
11/21・22 除く）／ 1室1名様
利用はプラス1,000 円（平日のみ
利用可）／ BT 付海側10 畳または
山側洋室
※別途、入湯税（1泊あたり150 円）をお預かりします

売店割引券＆ウェルカム
コーヒー券プレゼント
JR 沼津駅 無料送迎
迎え16:00（要予約）

料理（イメージ）

●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

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

KKR 湯沢 ゆきぐに

新潟県

越後湯沢温泉

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 2574

☎025-784-3424
湯治や観光におすすめ

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

平日
全プラン

1泊からOK

2泊目

日替わり御膳コース

土・休前日、
10/10～11/7 利用
は1名様プラス1,000 円

新米こしひかりシーズン
到来！

秋のＯＢ様 限定プラン

12/1～12/25

8,700 円
7,700 円

ロープウェイと紅葉（イメージ）

無料送迎（要予約）

●苗場ドラゴンドラ（車 30分）チケット
2,000 円 フロントにてご用意
●湯沢高原ロープウェー（徒歩 10分）
チケット1,300 円 フロントにてご用意
●弥彦神社（車 100分）
●開山堂（車 60 分）

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

昼食付かけ流し湯治プラン

■お一人様あたりの組合員料金

信越の秋

10,480 円
9,480 円

土瓶蒸し（イメージ）

10/1～12/25

上越と信州の食材を使った
上方仕立ての健康和食コース
★11月の土瓶蒸しは松茸と
妙高ゆき海老でご用意
10/1～
12/25

BT 付客室は 1 名様プラス1,000 円／
小学生未満のお子様は無料／全室禁煙
妙高高原駅 無料送迎（要予約）

甲府

信州産牛とまつたけの

まつたけの土瓶蒸し付

すき焼き＆陶板焼きプラン
■お一人様あたりの組合員料金

※施設にお問い合わせください

KKR 甲府ニュー芙蓉
山梨県甲府市塩部 3-6-10

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

☎055-252-1327
甲斐の山々は錦織りなす秋色となります 山梨ならではの
景色と調理長渾身のグルメプランをご堪能ください

平日
全プラン

四季彩膳プラン

土・休前日

10,800 円 12,800

1 室 2 名～

9,950 円
土・休前日 10,500円

10 月は山の幸の王様「松茸」
御膳、11月・12 月は山梨名物
「ほうとう鍋」付

山梨ロマン街道プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

まつたけの土瓶蒸し付、信
州産牛とまつたけのすき焼
円 き＆陶板焼き

昇仙峡（イメージ）

平日
土・休前日

1 室 2 名～

8,950 円
9,500円

月替り会席をご用意
★甲州ワインビーフの味噌朴葉焼・
すき焼き、富士桜ポークのしゃぶしゃぶ
から1 品チョイス！
（1グループ同一品）

10/1～12/30／1室1名様
利用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）
／トイレ無 6 畳
／トイレ付客室利用は 1 名様
プラス1,000 円

10/1～11/30（10/25 除
く）／10/12～11/20 利用
は 1 名様プラス 500 円／松
茸は外国産です

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）
をお預かりします

1室1名様利用はプラ
ス 500 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

料理（イメージ）

※別途、入湯税（1泊あたり150 円）を
お預かりします

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（消費税込）料金です
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沢
ちょっと贅

国産牛ロース付 の
特選コース

1泊 2 食 全日12,900 円

※別途、入湯税（1 泊あたり 150 円）をお預かりします

山梨県

味

平日

長野県ブランドの信州産牛と秋の味覚まつたけをご堪能ください

1 室 2 名～

1 室 1 名～

10/1～11/7

1泊 2 食

8,800 円 7,800円

平日

いもり池（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

2 泊目以降

1泊目の夕食は会席料理か鍋料理（11月
キノコ鍋、
12 月 2 色鍋) からご選択
大浴場（イメージ）
★連泊の方にはサービス昼食をご用意
10/1～12/28（土・休前日を除く）／10/12～11/20 利用は1名様プラス 500 円

1泊 2 食

地元食材を中心とした和食膳「一汁
五彩」
、日替り満腹コーナー、ソフト
ドリンク飲み放題コーナーあり
10/1～12/25（11/8～14 除く）

平日
全プラン

2 日目から 1,000 円引！
夜通し入れるかけ流し温泉を満喫してください

1 室 2・3名

7,580 円
5,980 円

★1室 3 名様以上利用はお 1人様 300 円引

1泊からOK

1泊目

7,980 円
6,480 円

※土・休前日利用は 1 名様プラス 1,000 円

☎0266-58-1259

1泊 2 食 平日のみ

8,180 円
6,980 円

モーニングコーヒーサービス

長野県諏訪市湖岸通り 5-7-7

平日限定
連泊がお得！

11/15～12/25

4 泊目以降

11/8～12/25

KKR 諏訪湖荘

上諏訪温泉

全プラン

2・3 泊目

調理長自慢の季節の日替わり
御膳コース

※1人前プラス2,200 円でグレードアップ可

※別途、入湯税（1 泊あたり 150 円）をお預かりします

長野県

10/1～11/7

1泊 2 食 平日

10/1～12/25／1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円で和室ベッドルーム又は風呂
付和室に変更可／お子様（小学生以下）は
全日1泊 7,000円

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

1泊目

■お一人様あたりの組合員料金

★10/1～9、
11/8～30 の平日利用は
1名様 1,000 円引

JR 越後湯沢駅

☎0255-86-2113

ヘルシー美食膳

1 室 2 名～

10/1～11/7

新潟県妙高市関川 2275

白樺荘のイチ押し「セイロ蒸し＆
土瓶蒸し」をご賞味ください！

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 全日

KKR 妙高高原 白樺荘

1泊 2 食 全日1室1名～

3泊目以降

●連泊の場合は新潟産コシヒカリ
3 合プレゼント（1 室 1 個 ）
●3 時のおやつにお麩レンチトーストご用意
●火曜日 10：00～ゆきぐに職員による
「ゆきぐに体操」を実施。朝食後に一緒に
体を動かしましょう。（希望者のみ）

※1人前プラス2,200円でグレードアップ
コースに変更可

（無料）

越後 の秋 を満喫 おすすめの宿限定 プラン

7,700 円 7,200 円 6,700 円

1 室 2・3 名

新潟県
池の平温泉

駐車場

（有料）

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

1泊目

駐車場

（要予約 / 要条件確認）

1泊でもお得、泊まるほどお得♪
1泊からOK
料理も毎日ローテーション

平日連泊プラン
1泊 2 食 平日

最寄駅等からの迎え

（要予約 / 要条件確認）

料理（イメージ）

●昇仙峡（車 30 分）
●県立美術館（車15分）
●11月にはワイン新酒販売が
解禁、各ワイナリ－にてイベン
ト開催

※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

●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
精算をお願いしています

KKR 平湯 たから荘

岐阜県
平湯温泉

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯 763-12

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

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

岐阜県
下呂温泉

☎0578-89-2626
大自然に囲まれた露天風呂で
自家源泉から湧き出す濁り湯で
ゆったりご堪能

2 泊目

平日限定

1室1名～

近隣施設入浴券プレゼント（お1人様1枚）
11/1～3/31（12/28～1/3 除く）

露天風呂（イメージ）

大自然豊かな景色と、天然かけ流し温泉、
平湯温泉をこの機会に是非ご堪能ください

7,900 円 7,200 円 6,200 円 5,800 円

季節の旬の食材を使用した
創作和食会席をお楽しみください

1泊 2 食
1室1名 ～

1泊2食 1室2名～ 10/1～10/31 11/1～3/31

12,200 円 11,800 円
13,200 円 12,800 円

開設40周年記念
特別謝恩プラン

平日

土・休前日

9,800 円 10,800円

10/1～31、
12/1～28（10/10・
11は14,100 円）／和室限定
10 月の献立：きのこの鰯つみれ
鍋、いちじくの揚げ出し、飛騨牛
ビーフシチュー、水物の他 7品の
和食会席料理
※11、12 月は献立が入れ替わります

※10/31 まで1室1名様利用はプラス 2,000 円
（平日のみ利用可）
※11/1から1室 1名様利用は追加料金なし
（土・休前日も利用可）

料理（イメージ）

料理（イメージ）

※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）

石川県金沢市大手町 2-32

☎076-264-3850

JR 下呂駅 無料送迎（要予約）

※別途、入湯税（1 泊あたり 150 円）をお預かりします

中部・北陸

●下呂 温泉寺周辺紅葉ライトアップ：
11月上旬から中旬

1日限定 5 室／ 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

KKR ホテル金沢

金沢

5 泊目以降

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

石川県

4泊目

きのこの鰯つみれ鍋といちじくの揚げ出し会席

奥飛騨和会席 プラン

A5 等 級 飛 騨 牛しゃぶ
しゃぶが1品付いた、
奥飛騨季節の和会席
10/1～3/31
（12/28～1/3 除く）

3 泊目

日替わりミニ和食会席料理
12/1～4/30（土・休前日を除く）
／2泊以上で利用可／和室、ツインルーム、
シングルルーム利用（リビング付ツインルームは別料金）

お手軽飛騨ミニ会席（6 品程度）

土・休前日

全プラン

冬・湯ったり連泊 プラン

1泊2食 平日のみ 1泊目・2泊目

3泊目以降

※土・休前日利用は 1名様プラス 1,000 円

平日

岐阜県下呂市森 1209

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

■お一人様あたりの組合員料金

9,800 円 8,800 円 7,300 円

1室1名～

KKR 下呂 しらさぎ

冬の下呂温泉でごゆっくり
お寛ぎくださいませ

■お一人様あたりの組合員料金

1泊目

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

☎0576-25-5505
全プラン

温泉三昧連泊 プラン
1泊2食

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

11月 和食会席プラン

1泊2食付 お1人様11,100 円～
※施設にお問い合わせください

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

（←プラン予約専用電話）

北陸新幹線開通で、より近くに感じる金沢へ !!
観光はホテルを拠点に徒歩で散策をどうぞ

全プラン

新幹線 で 楽々プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2食

1室 1 名
（シングル）

1室 2 名
（ツイン）

1室 3 名
（デラックストリプル）

12,000 円 11,500 円 12,000円

平日

お箸でいただく金沢フレンチ『西洋懐石
( 洋 )』または治部煮を 含 む『 加 賀 会 席
( 和 )』
（ 要予約）

加賀会席（イメージ）

この機会に金沢観光を是非!!
金沢城公園1分、兼六園まで徒歩 8 分

北陸新幹線 金沢開業記念プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 朝食付
平日

1室 1 名
（シングル）

1室 2 名
（ツイン）

1室 3 名
（デラックストリプル）

8,000 円 7,500 円 8,000円
朝食は和洋バイキング

兼六園（イメージ）

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

～12/29 ／土・休前日利
用は 1 名様プラス 1,000
円／ 1 名様プラス4,500
円でツインからデラック
スツインに変更可
● ゆっくり滞 在 14:00～翌
12:00（通常15:00～翌
11:00）
● 駐車場利用料金無料
● 一口サイズのしろえび
せんべい
「かがやきしろえび小判」
プレゼント（1組1箱）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります

8

●マークのご案内

愛知県

名古屋

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

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

■お一人様あたりの組合員料金

1室1名～

鳥羽

1泊2食 1室2名～
平日のみ

3泊目以降

6,850

円

5,850円

伊勢神宮 宇治橋（イメージ）

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いたします

平日

伊勢志摩サミット開催決定
土・休前日

9,800 円 10,800円

長寿の縁起物が味わえる 海宝膳 得々プラン
■お一人様あたりの組合員料金

★名古屋城・徳川美術館・ノリタケの森を巡るメーグル
バス 1DAY チケット (500 円相当 ) 付
※月曜は名古屋城を除く各施設及びバスは定休日

●天守閣 玄関・表書院一般公開
●名古屋城秋まつり・菊人形展
（10月中旬～11 月下旬 ）

7,850

2 泊目
円

伊勢湾近海恵みの魚介類を使用した日替わりの「海鮮会席料理」
鳥羽の祝い魚「伊勢海老・鮑・鯛」ポストカードプレゼント
10/1～12/25（土・休前日を除く）
／2 泊から利用可

■お一人様あたりの組合員料金

ワンドリンク無料券進呈
（夕食時利用可）
10/1～12/27

1泊目

※1室1名様利用はプラス1,000 円

秋冬名古屋散策 プラン

よくばり御膳（イメージ）

連泊得々プラン

■お一人様あたりの組合員料金

名古屋の名所を巡回する
「メーグル」バス１ＤＡＹチケット付

1室1名～

三重県鳥羽市安楽島町1075

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

お伊勢参り・熊野詣等の拠点にご負担
の少ない連泊プランをご利用ください

朝食は和洋バイキング

1泊 2 食

（無料）

☎0599-25-3226

土・休前日

6,600 円 7,600円

駐車場

（有料）

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

ゆったり
お伊勢参り
名古屋城（イメージ）

平日

三重県

全プラン

さわやか朝食付プラン

駐車場

（要予約 / 要条件確認）

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

種類豊富なビュッフェスタイルと
名古屋城が見える朝食会場

1泊朝食付

最寄駅等からの迎え

（要予約 / 要条件確認）

夕食は名古屋名物3品(ひつまぶし、味噌カツ、
手羽先 ) が味わえる「よくばり御膳」または
「ステーキセット」からご選択
●
「メーグル」バス1DAYチケットプレゼント
●アーリーチェックイン（通常15:00→13:00）
●1室2名様以上で名古屋城側のお部屋をご用意
●1室3名様以上で1部屋あたり1,000 円引

1泊 2食
1室2名～

平日

土・休前日

11,350円 12,850円

[ 夕食 ] 前菜、
紅葉鯛と伊勢海老の姿造り
（2名様で 1尾）
、鮑の陶板焼き、鯛茶漬他
[ 朝食 ] 伊勢海老の味噌汁、蛸とひじきの
炊込みご飯、真珠七草粥他
10/1～12/30／2名様から利用可

伊勢神宮・二見興玉神社・猿田彦神社等、
社寺院のご朱印集めが人気です

料理（イメージ）

トイレ無 6 畳客室／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）

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）
をお預かりします

東海・近畿
9:00
（びわこ8:15）

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（消費税込）料金です
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4

※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

和歌山県

白浜温泉

チェックイン時に
精算をお願いしています

（客室または館内に設置）

KKR 白浜 美浜荘

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

和歌山県西牟婁郡白浜町 1564-2

☎0739-42-3383
日本三古湯（古泉）のひとつ白浜
源泉かけ流し温泉

連泊 湯治プラン

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

7,800

※土・休前日利用は1名様プラス1,000 円

6,800

1泊 2 食

3泊目以降

円

5,800

円

全 8 品の日替わり会席

クエ小鍋付会席

1室 2 名～

平日

土・休前日

8,800 円 9,800円

1室 2 名～

平日

土・休前日

月替わりの会席料理

11,300 円 12,300円

★平日に1室4名様以上で利用の場合お1人様 500円引

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

プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

☎0742-22-5582

■お一人様あたりの組合員料金

今年も“クエ”の季節到来！
クエ鍋をお試しいただけるプランをご用意しました

秋の味覚満喫

奈良県奈良市高畑大道町 1224

クエ小鍋付秋の味覚会席

四季会席（秋）万葉会席プラン
■お一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

秋の食材を用いた
会席料理

13,300 円 14,300円

10/1～12/30
（10/21～11/30 除く）
／ 1 室 1 名様利用はプラ
ス 1,000 円

10/1～12/30（10/
10・11、
11/21・22
除く）／1 室1名様利
用はプラス1, 0 0 0 円
／トイ レ無客室 利用
は1名様 1,000 円引

※10/21～11/30 の料金・
プランは施設にお問い合わせ
ください

※別途、入湯税（1泊あ
たり150 円）をお預か
りします

●奈良公園（徒歩 5 分）
●東大寺（徒歩 5 分）
●春日大社（徒歩 5 分）
※奈良1日バス乗り放題乗車券
（500円）フロントにてご用意

料理（イメージ）

大阪府

梅田

KKR ホテル梅田
大阪府大阪市北区堂山町 4-1

☎06-6362-6800

料理（イメージ）

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！

ハリウッドツインプラン

■お一人様あたりの組合員料金

1 泊素泊まり
1室2名
(ハリウッドツイン)

森之宮

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

全プラン

秋色に色づく大阪城を眺めながら、
美味しい朝食で元気にいこう！

大阪城一望 朝食付プラン
1泊朝食付

平日のみ

6,000円

1室2名～

フロントロビー（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

1 泊素泊まり
1室2名
(デラックスツイン)

平日のみ

8,000円

10/1～11/30（土・祝前日は除く）
／禁煙室のみ／1 日限定 1 室／ 1室
2 名様利用
デラックスツイン（イメージ）

平日

土・休前日

6,500円 7,500円

大阪城を一望できる12 階のレストランで
和洋バイキングをご用意
10/1～12/30

広々デラックスツインプラン

関西旅行の拠点に
とても便利
神戸・京都・奈良まで
アクセス抜群です

大阪府

■お一人様あたりの組合員料金

10/1～11/30（土・祝前日は除く）
／禁煙室のみ／1室 2 名様利用／1日
限定 2 室／ハリウッドツインはベッド
2台がくっついています

平日限定！

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

くるり奈良散策プラン

2 泊目

円

KKR 奈良みかさ荘

古都奈良をめぐってみませんか

1泊からOK

1泊目

平日

奈良

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

全プラン

全プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

奈良県

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

オプション

朝食は別料金にてご用意可能です

★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 )

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

朝食（イメージ）

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！

秋の大阪

満喫プラン

■お一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

9,400円 10,400円

夕食は、洋食・和食からお選びください
●シェフのおまかせ洋食セットメニュー（3 日前まで要予約）
●おまかせ和食膳（前日まで要予約）
★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
夕食時ドリンク 20％引
10/1～12/30（12/22～25 除く）

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
で大阪城側客室をご用意（通常 1,000 円）

洋食（イメージ）

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

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

KKR 城崎 玄武

兵庫県

城崎温泉

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

兵庫県豊岡市城崎町湯島 75

☎0796-32-2631

平日
全プラン

外湯めぐりで秋の城崎をのんびりと…

城崎湯めぐりプラン
平日

広島県

広島

駐車場

（有料）

（無料）

KKR ホテル広島

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

広島県広島市中区東白島町 19-65

☎082-221-3736

平日
全プラン

広々エグゼクティブツインルームにご宿泊＆
人気の朝食バイキングが付いています

朝食バイキング付バリュープラン

■お一人様あたりの組合員料金

地元で採れた素材を
生かした和会席コース

土・休前日

8,900 円 9,900円

1室 2 名～

駐車場

（要予約 / 要条件確認）

体目覚める朝ご飯！

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

最寄駅等からの迎え

（要予約 / 要条件確認）

10/1～12/28

●1名様プラス 2,000 円で但馬牛しゃぶしゃぶ会席に変更可
●1名様プラス 4,000 円で但馬牛会席に変更可

1泊朝食付
1室 2 名～

平日

土・休前日

5,900 円 6,900円

※1室 1名様利用はプラス800 円（平日のみ利用可）

朝食は約30 品目の和洋バイキング（広島県の名物もご用意）
バス・トイレ付エグゼクティブツイン（約 30㎡ ）利用

朝食（イメージ）

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

城崎温泉 冬の味覚プラン

旬の食材を中心とした会席料理をご用意いたしております

味自慢！プレミアム会席プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
かに三昧

平日

19,500
16,500 円
15,500 円
13,500 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

円

かに御膳
かにづくし
ミニかにづくし

※土・休前日利用は1名様プラス1,000 円

城崎7つの外湯の無料券プレゼント
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

1室 2 名～

かに三昧：かにすき鍋・焼がに・かに刺し・
雑炊・茹でがに姿盛り
かに御膳：かに会席（かにすき小鍋・焼がに・
かに刺し・かに酢・かに天ぷら・
かに釜飯など）
かにづくし：かにすき鍋・焼がに・かに刺し・
雑炊
ミニかにづくし：かにすき鍋・焼がに・かに
刺し・雑炊

11/1～12/28

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

文と萩物語花燃ゆ大河ドラマ館の入場券など
お得な特典 3点つき♪

■お一人様あたりの組合員料金

1室1名 ～

平日

松陰会席（イメージ）

1室1・2名

※1室1名様はシングルルーム利用
★1室3名様利用はお1人様 1,000 円引
★1室4名様利用はお1人様 1,500 円引

3 日前までの要予約
※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

1泊目

2 泊目～

11,650 円 11,150 円
10,650 円 10,150 円

※土・休前日利用は1名様プラス
2,500 円

瀬戸内の食材を中心に
した会席料理

冬の味覚と奥道後の湯を満喫

美食ふぐ会席プラン

1 室2 名 ～

平日

土・休前日

13,800 15,800
円

円

※1室1名様利用はプラス1,000 円

河豚刺し、河豚ちり鍋、
河豚のから揚げ等の会席

※1人前プラス 3,000 円で
「厳選とらふぐ会席」に変
更可

料理（イメージ）

ふくヒレ酒、ふく刺し、
ふく唐揚、ふくチリ、
ふく雑炊などふくを中
心とした会席料理（全
9 品）
10/1～12/30（10/10・
11、
11/21・22 は特定日
料金になりますのでお問
い合わせください）

10/1～12/28
※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」
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）

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（消費税込）料金です
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道後連泊プラン

1泊2食

プラン

16,800 円 18,800円

☎089-941-2934

■お一人様あたりの組合員料金

ふくコース

土・休前日と12/27～30

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

愛媛県松山市岩崎町 1-7-37

10/1～11/29

山口・下関では河豚を「ふく」と呼び、
「ふくが福を呼ぶ」とも言われています。
贅沢にふくを、たらふくご堪能くださいませ

平日

●広島城（徒歩5分）
●縮景園（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）

KKR 道後ゆづき

11/30～12/28

10/1～12/30（10/10・11、11/21・22 除く）

1泊 2 食

愛媛県

松山・道後温泉

1泊2食 平日1室1名～

吉田松陰の故郷・山口県萩市にちなんだ山口産のお料理
「萩の玉手箱」
「長萩（ちょうしゅう）和牛和風ステーキ」
付の月替わり会席
●大河ドラマ館 ( 萩市役所前 ) 入場券お1人様につき1枚
●萩・夏みかんジュレ 大人お1人様につき1個
●売店花燃ゆ特設コーナー 10％割引券 1グループにつき1枚

■お一人様あたりの組合員料金

松茸（イメージ）

10/1～12/30（12/23 除く）

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日と12/27～30

12,800 円 14,800円

河豚を
極める！

10 月・11 月 は 毎 年 大 人 気 の 松 茸 を
メインとした会席 12 月は 本 場 広 島
産の牡蠣をメインとした会席を予定
バス・トイレ付客室／バス・トイレ無
客室利用は 1名様 500 円引／ 3 日前
までの要予約／松茸は外国産です

のんびり湯～たりと過ごしませんか

山口・萩へ 世界遺産を見に行こう！松陰会席プラン
1泊 2 食

9,900 円 10,400円

かにづくし（イメージ）

KKR 山口あさくら

湯田温泉

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

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）をお預かりします

山口県

平日

料理（イメージ）

●道後温泉本館
●松山城
●石手寺（51札所）

※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

チェックイン時に
精算をお願いしています

（客室または館内に設置）

KKR ホテル熊本

熊本県

熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町 3-31

☎096-355-0121

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

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

熊本城を愛でながら季節のにぎり鮨
10 貫が付いたお得な 1 泊 2 食付

熊本城を望み！

季節のにぎり鮨 満喫プラン

1室 1 名～

平日

土・休前日

8,200 円 10,700円

夕食：先付＋汁椀＋にぎり鮨10 貫
＋デザート
朝食：クチコミレビューでも高評
価♪郷土料理コーナーあり
和洋バイキング

熊本城に一番近いホテル
名物馬刺し・辛子蓮根付
特別会席

☎099-225-2505
鹿児島の食材をヘルシーに
仕上げました

新鮮野菜 せいろ蒸しプラン
1泊 2 食
1室 2 名～

平日

土・休前日

9,200 円 9,700円

新鮮野菜と魚介類を思う ZONBUN お楽しみ
ください。デザートは白熊だよ！
～12/25（10/10・11、11/21・22 除く）

料理（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

1室1名～

12,800円
13,800 円

土・休前日

鹿児島県鹿児島市城山町 5-24

1室 2 名～

平日

11,500 円 12,000円

～12/25

焼酎１杯サービス
料理（イメージ）

駐車場料金無料（通常1泊 500 円）
～12/30／1名様プラス750 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 名様利用はプラス 500 円／洋室利用
／1名様プラス1,000 円で和室に変更可
（1室 2 名様以上）

※別途、入湯税（1 泊あたり150 円）をお預かりします

●熊本城（ホテル目前）
●伝統工芸館（隣接）
●くまモンスクエア（徒歩約10分）
●城彩苑（徒歩10分）
●細川刑部邸（徒歩約 5 分）
●水前寺公園（市電・バス約 20分）

JR 鹿 児 島 中 央 駅 無 料 送 迎（予約制）

●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 /11：00
全室 BT 付
【最寄駅】市営地下鉄：薬院大通

KKR ホテル博多 ☎092-521-1361
福岡県福岡市中央区薬院 4-21-1

博多

第 1弾とは一味違う！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～！

土・休前日

料理（イメージ）

郷土料理の馬刺し、
辛子蓮根、
一文字のぐるぐるがついた
季節会席

福岡県

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：鹿児島中央

60周年記念会席プラン 第2弾

季節会席プラン
平日

KKR 鹿児島 敬天閣

西郷隆盛も好んだせごどん料理
（西郷膳）
のご紹介です

くまもと郷土料理付
1泊 2 食

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食

鹿児島県

城山温泉

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

ビジネスにも観光にも使えるお得な価格にてご奉仕！
イチロ

ハカタ

一路博多プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊 朝食付
1室 1名～

平日

土・休前日

6,200 円 8,300円

朝食は和洋バイキング

10/1～12/30

シングルルーム（イメージ）

朝食（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！

和牛ステーキ付
ふくふく会席プラン
豪華!!

■お一人様あたりの組合員料金

1泊 2 食
1室 1名～

料理（イメージ）

駐車場料金無料（通常1 泊 1,000 円）
1日限定 3 組／ 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

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

平日

土・休前日

14,200 円 16,300円

ふぐ三昧のコースを京風会席「萌木」
にてお召し上がりください
10/1～12/25

京風会席

萌木（イメージ）

博多座：10/7～10/31『Endless Shock』主演：堂本光一
11/5～11/26『三匹のおっさん』
主演：松平健 西郷輝彦 中村梅雀

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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