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北海道の

川湯温泉

1室2名〜

6,830円
7,330円

平日
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
仕入れの野菜＆お肉をご堪能ください
ソフトドリンク 1杯サービス
●家族風呂サービス
（要予約）
●モーニングコーヒーサービス
（本紙持参）
★条件★11/10〜12/30 ／ 1名様プラス1,000円
で特別室に変更可（2名様以上）

★1室3名様以上利用の場合、
お1人様500円引
食事 料理長が厳選した食材を

イルミネーション（イメージ）

使用した日替わりのメニュー

★条件★11/1〜
12/29
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

お値打ち!!
料理長おまかせ会席
プラン

9,350円

群馬県
水上温泉

※土・休前日、11/22は1名様プラス1,500円
※1室1名様利用はプラス1,200円（通常2,000円）
食事 地元群馬の食材を生かした

しゃぶしゃぶ（イメージ）

料理長こだわり旬会席
送迎 JR水上駅

無料送迎（要予約）
迎え 14:55 15:40
送り 10:00
★条件★11/10〜12/26
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

全室T付

初滑り

北海道札幌市中央区北四条西5-1

☎011-231-6711

全室BT付

山形県
蔵王温泉

平日

7,600円
8,800円
9,800円

和風会席膳プラン・
ジンギスカンプラン
蔵王牛小鍋プラン
（要予約2日前 1名様〜）
ジューシー蔵王牛プラン
（要予約2日前 2名様〜）

※1室1名様利用はプラス1,000円（12/18まで利用可）
※12/23〜12/25利用は1名様プラス2,000円
★土・休前日と12/20〜22利用は1名様プラス1,000円
蔵王牛（イメージ）

スキー情報
スキー場開き 12/5
★初滑り料金 12/20まで
1日券3,000円
山形県山形市蔵王温泉904-8

☎023-694-9187

客室一部BT付

季節の地場産食材をふんだんに！
横浜の夜景と共に贅沢なご夕食を！

神奈川県

豪華フレンチディナー夕食付

横浜

記念日プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日

12,500円 13,500円

食事 旬の食材を使った贅沢なフランス料理コース

冬の横浜！

カジュアルフレンチ 夕食付プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

「かながわ旅行券」
使えます！

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

レストランからの夜景（イメージ）

特典 朝食時にモーニング

コーヒーをサービス
★条件★11/1〜12/29
／海側和室利用／ 1日限
定3室／海側ツイン利用は
1名様プラス1,000円／山
手側和室利用は割引あり

土・休前日

10,500円 11,500円

フレンチコース

☎0278-72-2345

●さっぽろホワイトイルミネ
ーション
（11/20〜2/11）
●ミュンヘンクリスマス市
（11/27〜12/24）

蔵王牛堪能プラン

1泊2食 1室2・3名

食事 人気のカジュアル

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

2階レストランで
ご朝食
★条件★11/16〜12/28

（3/1チェックアウトまで）

●中華街：美食節（11月）
●山手西洋館：世界の
クリスマス
（12月）
●みなとみらい：
ライトアップ（12月）

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

☎045-621-9684

※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 ポートヒル横浜

10,350円

1日限定5室

食事 道庁庭園が見える

初滑りの後は源泉掛け流し温泉と蔵王牛をお楽しみください

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

KKR 水上 水明荘

赤城山麓牛
しゃぶしゃぶ鍋プラン

5,000円 6,000円

★条件★11/10〜12/25 ／ T付客室／
T無客室利用は1名様1,000円引

☎0138-57-8484

1室2名〜

土・休前日

★お夕食には好評いも煮、朝食にはお漬物バイキング付

※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

冬の美食＆温泉満喫プラン

平日

プランは、
すき焼きorしゃぶしゃぶを
お選びください

（当日予約可）

天然温泉100％かけ流し＆白銀に包まれた心安まる一軒宿

1泊2食

アーリーチェックインプラン

食事 蔵王牛小鍋プラン・ジューシー蔵王牛

大人 1,900 円

北海道函館市湯川町2-8-14

全室T付

ミュンヘンクリスマス市（イメージ）

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

●はこだてイルミネーション
（12/1〜）
●はこだてクリスマス
ファンタジー
（11/28〜12/25）

1名様プラス2,000円
で夕食グレードアップ
＆お部屋食（要予約）

ター（いろはすハスカップ）
・焼きそば弁当付
●シングル料金のままでデラックス ★条件★
1日限定4室
タイプにグレードアップ

KKR 蔵王 白銀荘

KKR はこだて

土・休前日

5,800円 7,800円

特典 ●缶ビール(Sapporo Classic)・ミネラルウォー

●レストランドリンクチケット付

函館･
湯の川
温泉

8,500円
9,500円

土・休前日

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

北海道

1室1名〜

札幌

平日

特典 ●早めのチェックイン13:00
（通常15:00）★条件★

☎015-483-2643
☎
01
15-4
1
15
5-4
4

はこだて満喫得々プラン
平日

1室1名

1室2名〜

1泊2食付のお得なプランをご用意いたしました！
旬の味覚をレストラン食でご用意いたします♪

1泊2食

1泊朝食付

※1室1名様利用は平日プラス600円、土・休前日プラス1,400円
★お子様(小学校3年生まで)の添い寝は宿泊料無料

●世界遺産知床（車90分）
●神秘の摩周湖（車30分）
●大パノラマが広がる天下の絶景・
美幌峠（車45分）
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
●
●チ
チェ
チ
ェッ
ックア
クア
アウト10
アウ
ト1
10：00
00 全室T付
全室T
室T付
T付
ックアウ

北海道

ビジネスプラン

1泊朝食付

摩周湖（イメージ）

特典 ●夕食時、
生ビールor日本酒or

北海道限定販売のものをサービス !!

KKR ホテル 札幌

とれたてご馳走プラン

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︒

源泉かけ流し北の名湯、
川湯温泉でやすらぎの休日を！
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県内産の和牛ステーキがついた特別夕会席料理の宿泊プランです
※和牛ロース 50g程度

年忘れ

和牛ステーキ付 会席料理プラン
1室1名〜

10,980円
12,980円

平日

土・休前日

食事 相州和牛ロースステーキ約50g付の

会席料理
ステーキ（イメージ）

特典 ●車、
荷物等朝から

預かり可
●食前酒サービス
円覚寺、東慶寺、源氏山公園
などの北鎌倉の紅葉見頃
（11月上旬〜12月上旬）
※例年参考時期

★条件★12/1〜12/23 ／
8畳T付和室／ T無客室は
1名様1,000円引／ BT付客
円覚寺（イメージ）
室は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

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

静岡県

平日

12,800円
11,800円

1室3名〜

※土・休前日、花火大会日利用は1名様プラス3,000円
食事 鍋は寄せ鍋・河豚鍋・蟹鍋の3種類から

お選びいただけます
★条件★〜12/28（
★条件★
（11/21・22除く）

選べる鍋（イメージ）

ち上
冬の夜空に打
火は圧巻！
3,000発の花
（12/6・13・23）
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

花火（イメージ）

熱海梅園もみじ祭り
（11/14〜12/6）
静岡県熱海市春日町7-39

豪快に海の幸を味わえる大満足のプラン♪

1人に1個
平日
土・休前日

1室2名〜

12,550円
15,050円

※11/21・22は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
※12/27〜30は土・休前日料金
※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

《踊り焼orお造
食事 アワビは1人1個を贅沢に
り》
さらに金目鯛しゃぶしゃぶも絶品です！

料理（イメージ）

特典 売店割引券＆ウェルカムコーヒー券

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★11/10〜12/30 ／ 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

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）割引券有
●世界遺産韮山反射炉（車約20分）
●12/14開業日本最長大吊り橋
「三島スカイウォーク」
（車約40分）

お一人様でも！

新潟県

土・休前日

5,000円 8,900円

※プラス500円で朝食が付きます
食事 リピーターから評判！上越と信州の食材を使用

した和食で、
思わずお酒がすすんじゃう!?
★条件★11/15〜12/22 ／ BT付客室利用は1名様
プラス1,000円／現職組合員専用プランのため、
ご
利用時には必ず共済組合員証をご呈示ください。
●ポップコーン付 飲み放題90分
（生ビール・ワイン・日本酒）
●おツマミ不足解消！
ミニブッフェの満腹コーナー
●滞在中ソフトドリンク
飲み放題コーナー

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

源泉かけ流し温泉（イメージ）

妙高高原温泉郷「湯めぐりチケット」
1,200円（3枚つづり）
3軒の温泉で使っても、3人が同時
に使ってもOK
（12/13まで）
新潟県妙高市関川2275

客室一部BT付

☎0255-86-2113

特典 貸切露天風呂上がりに缶ビール又はミネ

ラルウォーターお1人様1本プレゼント
送迎 箱根登山鉄道

「宮ノ下駅」
から
無料送迎
露天風呂（イメージ）
（14:30〜18:00）
★条件★〜12/10
（11/21・22除く）
芦ノ湖周辺の紅葉（11月中旬頃まで）
／ 1日限定2組
宮の下の紅葉（イメージ）
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

☎0460-87-2350

全室T付

世界遺産韮山反射炉まで車で10分！

まるごと1匹！
1泊2食
平日

土・休前日

静岡県

金目鯛の煮付と会席プラン

1室2名〜

9,900円
10,900円

※11/21・22利用は1名様プラス2,000円
食事 お1人様1匹ずつ金目鯛の煮付が

修善寺 虹の郷（イメージ）

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
特典 貸切風呂使用料無料
（かけ流しの温泉です！）
送迎 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎
★条件★〜12/28

修善寺虹の郷 車で20分
約1,000本のもみじ林をはじめ、
2,000本の
和風・洋風の紅葉がご覧いただけます
また、11/20〜11/30まで幻想的な紅葉の
ライトアップの夜間開園もあります
※詳細は施設へお問い合わせください
静岡県伊豆の国市古奈82

☎055-948-0010

全室T付

大切なワンちゃんと快適に過ごしていただけるよう
専用フロア、専用部屋、無料ドッグランをご用意！

新潟県

ワンちゃんと一緒にお泊り＆一緒に夕食プラン
1泊2食
1室2名〜

池の平
温泉

平日

越後
湯沢温泉

土・休前日

7,700円 8,700円

★お子様（小学生まで）全日7,000円
※1室1名様利用はプラス500円
食事 夕食はワンちゃんと一緒に日替わりスタンダード

コース
※1名様プラス2,200円で料理のグレードアップ可
特典 ●お部屋にケージ有

●ドックラン有（雪が降るまで）
●別棟ペット預かり施設「ペッドリーム」無料
無料送迎
（要予約）
★条件★11/8〜12/28 ／ 1日限定7室
送迎 JR越後湯沢駅

（イメージ）
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

全室T付

☎025-784-3424

当施設No.1人気！長野県産牛のヒレステーキ＆リブロースの食べ放題プランです

ソフトドリンクバー付 +1,000円で信州ワイン飲み放題

長野県産牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン
1泊2食
平日
土・休前日

1室2名〜

9,800円
11,800円

※11/20までの利用は1名様プラス500円
食事 長野県産牛のヒレ＆リブロース食べ放

題をメインにした和風会席をご用意
★ハーフバイキング＆ソフトドリンク 料理（イメージ）
バー付
★条件★〜12/30／T付客室利用は1名様プラス1,000円
●ウエルカム無料ドリンクバー
●コミック・絵本コーナー
●女性にはおしゃれ浴衣をご用意 ●無料ランドリー
●貸切家族風呂利用無料
（先着順）●信楽焼つぼ風呂
（大浴場内）
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

伊豆長岡
温泉

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）
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

客室一部BT付

☎0266-58-1259

※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

長野県
上諏訪
温泉

KKR 諏訪湖荘

温泉で忘年会プラン

料理
★1人前プラス2,000円で
「鮨会席」
又は
「金目鯛姿煮会席」
に変更可

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

KKR 妙高高原 白樺荘

1室1名〜

平日

10,650円

食事 山海の味覚を存分に味わえる秋の会席

湯沢高原ロープウェー（11/23まで）乗り場まで徒歩5分

☎055-931-0592

現職限定 平日5,000円ポッキリ
かけ流し温泉で年忘れ！

1泊夕食付

沼津

静岡県沼津市志下192

全室BT付

1室2名〜

KKR 湯沢 ゆきぐに

1泊2食

静岡県

あわび＆金目鯛 しゃぶしゃぶプラン

全日

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

☎0557-85-2000

全室T付

KKR 沼津 はまゆう

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

花火大会 がる

1泊2食

箱根・
木賀温泉

KKR 伊豆長岡 千歳荘

1泊2食

KKR ホテル熱海

国産牛の陶板焼きと選べる鍋プラン

伊豆・
熱海温泉

神奈川県

紅葉の貸切露天風呂プラン

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

☎0466-23-7710

客室一部BT付

相模湾一望！自家源泉かけ流しの露天風呂で満喫

1室2名

湘南・
片瀬海岸

紅葉に心動かされ、温泉に癒される秋…
山のいで湯に身を浸す

KKR 宮の下

1泊2食

神奈川県

KKR 江ノ島 ニュー向洋

●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︒

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）

ワイナリ−では新酒の出荷が始まりました

山梨ヌーボーの出来をご賞味ください

平日
土・休前日

甲府

1室2名〜

8,950円
9,500円

※1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）
食事 葡萄で育った甲州ワインビーフの

味噌朴葉焼・すき焼、
富士桜ポーク
のしゃぶしゃぶから1品チョイス可
（1グループ同一品）
★山梨ワイン新酒をご用意！
グラス400円
フルボトル2,000円

料理（イメージ）

●11/3〜山梨ワイン新酒販売が解禁！
各ワイナリーにてイベント開催

★条件★11/1〜12/30 ／ 6畳T無
●日本一の渓谷美と紅葉のコラボレ−
和室／ 1名様プラス1,000円でT付
ションの昇仙峡♪（車30分）
ワイン（イメージ）
客室に変更可
●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

KKR 甲府ニュー芙蓉

1泊2食

山梨県甲府市塩部3-6-10

冬の装いに仕立てた和食創作会席をお楽しみください

1泊2食
1室2名（ツイン）
1室1名（シングル）
1室3名（デラックスツイン）

11,600円
12,100円

※土・休前日利用は1名様プラス1,000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
※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

兼六園（イメージ）

『治部煮』
を
食事 夕食は加賀名物料理
中心とした和食会席

●金沢城・兼六園ライトアップ
（11/20〜29）

特典 ●大人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） ●ホテル目の前の金沢城公園を抜ける
と兼六園
（徒歩8分）
石川県金沢市大手町2-32

☎076-264-3261

全室BT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

土・休前日

11,100円
12,100円

飛騨牛冬野菜
食事 磯の漁師鍋白味噌仕立て、
の炊合せ、
焼きサーモン南瓜ソースのイ
クラ添え、
柔らか鴨肉と蟹のオレンジ酢
掛けに水物を加えた全7品
★条件★11/1〜12/28
（11/21・22は14,100円となります）

冬の
2大特典

料理（イメージ）

①和室、ツインルーム、 ②12/1〜12/28は
シングルルームより
平日 9,800 円（1泊2食付税込）
選択可
岐阜県下呂市森1209

鳥羽の3大観光スポットでのんびりリフレッシュ

鳥羽を満喫

土・休前日

12,500円 14,000円
10,000円 11,000円
7,500円 8,000円

★条件★11/10〜12/30
（12/31〜1/3除く）／ 6畳
BT無客室利用／ T付8畳利
中学生
用は1名様プラス1,000円、
（大人料理）
BT付10畳利用は1名様プラ
ス2,000円（いずれも小・中
小学生
（お子様ランチ）
学生は追加料金不要）
送迎 JR・近鉄鳥羽駅
★大人5,700円、中学生3,750円、小学生2,950円相当の鳥羽まるみえパス
無料送迎（要予約）
ポート
（鳥羽水族館・ミキモト真珠島・鳥羽湾めぐり＆イルカ島 入場券）付
迎え15:40、16:40
食事 伊勢湾近海の魚介類を生かした海鮮会席料理
送り9:30
大人

伊勢志摩サミット開催記念 松阪牛と伊勢海老プラン
1泊2食
1室2名〜
電話予約限定価格

平日

土・休前日

食事 松阪牛と伊勢海老を
はじめ伊勢湾近海日
本の祝い魚を使用し
円
た会席料理

11,850円 13,350

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

三重県鳥羽市安楽島町1075

風情あるくに荘温泉露天風呂と季節の味覚をご堪能ください

※11/16〜12/5利用は1名様プラス4,000円
※12/27〜12/30利用は1名様、
プラス2,000円
食事 冬の味覚かに付会席

★条件★11/16〜2/29（12/31〜1/3除く）
／客室定員（シングル1名・ツイン2名・和室8畳
T付3名）
利用
紅葉見頃は､11月中旬から11月下旬。
有名寺院
夜のライトアップは11月上旬から

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

料理（イメージ）

『第50回京の冬の旅 文化財特別公開』
冬の京都の社寺では、普段はお目にかか
れない秘仏・秘宝が特別公開されます！
（1月上旬〜3月中旬）

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

全室T付

☎075-222-0092

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
●小学生以下で添い寝のお子様は無料

〜ＮＥＷ

平日

●名古屋城（玄関・表書院復元一般公開）
●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）
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

☎052-201-3326

全室BT付

冬の味覚「ふぐ・かに」はじめました〜

豪華冬の饗宴
1泊2食
1室2名〜

名古屋城本丸御殿（イメージ）

滋賀県

ふぐ・かに選べる贅沢プラン

ふぐ鍋コース

琵琶湖

豪華蟹尽くし会席・
豪華ふぐ尽くし会席

ふぐ会席

13,750円 15,750円 18,750円

※土・休前日、11月の平日、12/27・28、1/10はプラス2,200円
※11月の土・休前日、12/29・30はプラス3,700円
※1室1名様利用はプラス1,000円〜3,000円（蟹のプランのみ利用可）
★ダブルベッドルーム2名様利用の場合お1人様3,000円引

（てっぴ、
てっさ、
てっちり鍋）
食事 ●ふぐ鍋
●ふぐ会席
（てっぴ、
てっさ、
ふぐ炙り寿司、
てっちり鍋）
●豪華ふぐ尽くし会席
（ひれ酒からてっちり鍋までのふぐ尽くし会席）
●豪華蟹づくし会席
（蟹の洗いから鍋までの蟹づくし会席）

ふぐ会席（イメージ）

特典 大人1室4名様以上のご利用で鯛のうす造りサービス

★条件★11/10〜2/29（12/31〜1/3除く）／前日の
午前中までの要予約／ふぐのプランは1室2名様から

三井寺・西教寺・日吉大社紅葉
ライトアップ
（11/14〜29）
滋賀県大津市下阪本1-1-1

全室BT付

☎077-578-2020

ライトアップされた日本庭園を眺めながら
会席料理をご堪能くださいませ

奈良県

四季会席 冬 若草会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日

奈良

1室2名〜

13,300円
14,300円

※1室1名様利用はプラス1,000円
★1室4名様以上でお1人様500円引
食事 料理長お薦めの一番人気の会席

料理をご堪能ください
料理
（イメージ）

★条件★12/1〜2/29

奈良公園（イメージ）

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

奈良公園、若草山の紅葉
（10月下旬〜12月上旬）

●志賀直哉旧居（徒歩3分）
●新薬師寺（徒歩約10分）
●東大寺・興福寺（徒歩10分）
奈良県奈良市高畑大道町1224

全室BTなし

☎0742-22-5582

※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 奈良 みかさ荘

土・休前日

14,150円
16,150円

KKR 京都くに荘

平日

京都

1室2名〜

食事 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10：00

京都府

京の四季彩 かに付会席
1泊2食

鳥羽

☎0599-25-3226

客室一部BT付

土・休前日

KKR ホテルびわこ

平日

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

1泊2食 1室2名〜

三重県

鳥羽3大スポットめぐりプラン

6,600円
7,600円

平日

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

☎0576-25-5505

全室T付

名古屋

1室1名〜

★条件★〜12/30

※土・休前日は10,800円となります

●チェックイン14：00
●チェックアウト10：00

1泊朝食付

KKR ホテル 名古屋

平日

1室1名〜

KKR 下呂 しらさぎ

磯の漁師鍋と飛騨牛冬野菜の炊合せ会席 下呂温泉 さわやか朝食付プラン
1泊2食

金沢

平日

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

岐阜県

石川県

兼六園入園券付プラン

夕食は和会席で

★条件★〜12/30

☎055-252-1327

客室一部BT付

夕食は加賀名物料理『治部煮』を中心とした和食会席でご用意
兼六園入園券が付いたオトクプラン♪

KKR ホテル金沢

山梨ロマン街道プラン

山梨県

●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

（6） 平成27年11月10日

第847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！

1室2名〜

平日

森之宮
土・休前日

9,400円 10,400円

洋食セットメニュー
（3日前まで要予約）
または
食事 夕食は、

料理（イメージ）

和食膳
（前日まで要予約）
からお選びください
★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 夕食時ドリンク20％引

★条件★〜12/30
（12/22〜12/25除く）

元気の素 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 大阪城を一望できる12階レストランで

和洋バイキング

★条件★
〜12/30

★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500円
引／ 1名様プラス500円
で大阪城側客室（通常
1,000円）

紅葉見頃の大阪城公園は
ホテルの目の前

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

KKR ホテル広島

1室2名〜

6,900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、
ステ
食事 夕食は、
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★11/10〜12/30（12/23除く）

料理（イメージ）

おいしいお料理と奥道後の温泉をご堪能ください

1室2名〜

13,800円
15,800円

平日

土・休前日

料理（イメージ）

※1室1名様利用はプラス1,000円
食事 ふぐちり、
ふぐの唐揚げ等のふぐ会席

お1人 様 プ ラ ス3,000円 で
厳選とらふぐ会席に変更可
★条件★〜12/28
●坊っちゃん湯で知られる道後温泉本館
（徒歩約10分)
●天守からの眺望がすばらしい松山城（車約10分）
●国宝仁王門の第51番札所石手寺
（徒歩約15分）

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

9,200円 9,700円

※1室1名様利用はプラス500円
食事 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！
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（11/21・22除く）
／洋室利用／ 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：
仙巌園割引券あり
尚古集成館（九州旅ネ
●鹿児島ぶらりまち歩き
（事前予約制）
ットフォトギャラリー
大人500円
より転載）
（イメージ）

●チェックイン15：00
●チェックアウト10：00

1泊2食 平日
1室1名〜

1室3名

1室1・2名

※土・休前日利用は1名様プラス2,000円

鯛姿造り、
鯛かぶと煮、
鯛岩国蓮根味覚蒸し、
鯛茶漬け
食事 【食事】
など鯛づくしの会席料理
（全10品）
★焼き物は
「鯛塩釜焼き」
と
「長萩和牛
和風ステーキ」
から選択可
（要予約）
★条件★11/10〜12/30（11/21・22
除く）／ 3日前まで要予約
長門峡（イメージ）

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」

長門峡：真っ赤に染ま
った峡谷は絶景です
（〜11月中旬）
車30分

料理（イメージ）
※鯛姿造りは2名盛りです
山口県山口市神田町2-18

☎083-922-3268

全室T付

旬の味覚を皆様にお届けいたします！

豪華！ふぐ料理
1泊2食
平日
土・休前日

食事

1室1名〜

14,200円
16,300円

ふぐ三昧の
コース
特典

駐車場料金
無料（通常1泊
1,000円）

★条件★〜12/25
イチ

ロ

ハカ

タ

★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

一路博多プラン
1泊朝食付

6,200円
8,300円

平日超お得！
1室1名〜

食事

1室1名〜

朝食は和洋バイキング
★条件★〜12/30

●秋月城跡周辺
（11月上旬〜12月上旬）
●光明禅寺
（11月中旬〜12月上旬）

市街地まで徒歩6分

☎092-521-1361
駐車場0円

熊本県

格安素泊まり宿泊プラン

平日

土・休前日

5,000円 7,200円

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）

1泊朝食付プラン

1泊2食付プラン

平日 6,200 円

平日 9,500 円〜

※詳細は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

博多

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

全室BT付

熊本城に一番近いホテル

1泊素泊り

福岡県

和牛ステーキ付 ふくふく会席プラン

熊本城界隈の紅葉は必見です

☎099-225-2505

1室4名〜

14,300円 13,300円 12,800円

料理（イメージ）
鹿児島県鹿児島市城山町5-24

全室BT付

山口県

旧細川刑部邸（イメージ）

熊本

KKR ホテル 熊本

1室2名〜

城山温泉

土・休前日

平日

KKR 鹿児島 敬天閣

新鮮野菜せいろ蒸しプラン２０１５

☎0796-32-2631

客室一部T付

ぴちぴち鯛のおめで鯛づくしプラン 湯田温泉

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

鹿児島県

かに三昧
（イメージ）
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

鯛をまるごと使用した鯛プランが新登場＼(^o^) ／
お祝いのお席でも喜ばれる おめで『鯛（たい）』プランです

土・休前日

露天風呂（イメージ）

鹿児島の食材をヘルシーに仕上げました

1泊2食

★条件★11/6〜12/28 ／ T付客室利用は
1名様プラス1,000円

平日

☎089-941-2934

全室T付

刺し・雑炊・茹でがに姿盛り）
●かに御膳
（かに料理の会席コース）
●かにづくし
（かにすき鍋・焼がに・かに
刺し・雑炊）
特典 7つの外湯無料券プレゼント

KKR ホテル博多

松山・
道後温泉

KKR 道後ゆづき

1泊2食

（かにすき鍋・焼がに・かに
食事 ●かに三昧

愛媛県

美食ふぐ会席プラン

19,500円 16,500円 15,500円

●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

かにづくし

※土・休前日は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）

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）

●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・平和記念公園（路面電車15分）
●縮景園（徒歩10分）
広島県広島市中区東白島町19-65

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

城崎温泉

かに御膳

かに三昧

KKR 山口 あさくら

広島

えらべる夕食プラン
平日

平日

広島県

大浴場で疲れを癒し2食付でお気軽宿泊!!
1泊2食

1泊2食 1室2名〜

●チェックイン14：00
●チェックアウト10：00

☎06-6941-1122

全室BT付

城崎温泉 冬の味覚プラン

●玄武洞公園（車10分） ●但馬の小京都・出石
（車35分） ●竹田城跡（車70分）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

●チェックイン15：00
●チェックアウト11：00

兵庫県

KKR 城崎 玄武

秋の大阪 満喫プラン
1泊2食

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

大阪府

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

●熊本城（ホテル目前） ●県伝統工
芸館（隣接） ●城彩苑（徒歩約10分）
●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）
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

全室BT付

☎096-355-0121

※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

