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平成27年1
KKR宿泊利用券は

年末年始も
利用できます

新潟県 池の平
温泉

新潟県妙高市関川2275
新潟県妙高市関川22

KKR 妙高高原 白樺荘

☎0255-86-2113
☎0255-86-211

小学生は池の平温泉スキー場リフト券が付いて
全日5,000円！高校生以下は1,000円引

1室1名〜
（リフト券付）

土・休前日

7,700円
8,700円
9,900円 11,900円

リピー
食事 越後と信濃の食材を使用、
ターから好評の和食
★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
★1名様プラス1,500円で生ビー
ル・ワイン・日本酒 飲み放題

★妙高杉ノ原または池の平温泉スキー場のリフト券（通常4,500円相当）付
★添寝のお子様無料（食事なし）

極上の柔らか新潟県産牛プラン
（リフト券無）
●平日1室大人4名様以上利用で桶盛り
（お造り5点） 1泊2食 12,900円
または謙信酒鍋をスペシャルサービス

特典 ●チェックイン時ポップコーンプレゼント

★条件★〜4/9（12/29〜1/2除く）／ BT付客室利用は
1名様プラス1,000円

新潟県 越後湯沢
温泉

各スキー場へシャトルバス有

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
沢2574
4

KKR 湯沢 ゆきぐに

☎025-784-3424
3424

かぐら、ナスパ、ガーラ、神立、湯沢高原の
5か所から選べる

1室2名〜

全日

食事 調理長のおすすめ日替わりスタンダード

コース
（釜めし付）
1名様プラス1,000円でベッド
ルームまたは風呂付和室に変更可
★条件★12/19〜3/31
送迎 JR越後湯沢駅
無料送迎（要予約）（12/26〜1/3除く）

冬蔵王パウダースノープラン
1泊2食 1室2名〜
和風会席膳プラン
ジンギスカンプラン

12/22までの平日

蔵王牛コース
（要予約2日前 2名様〜）

7,600円
9,800円

※12/22までと1・3月の土・休前日利用はプラス1,000円
※1室1名様利用は平日プラス1,000円、
土・休前日プラス3,000円

すき焼きor
食事 蔵王牛プランは、
しゃぶしゃぶをお選びください
★条 件★12/10〜3/31（12/26〜1/3除く）
／ T付客室

岐阜県

平湯
温泉

1・3月の平日

12/23〜25、2月の全日

8,600円
9,600円
10,800円 11,800円

●全山共通乗車券宿泊者割引：
1日券4,600円
（55歳以上4,400円）
2日券8,400円
（55歳以上8,100円）
●スキーこどもの日リフト券 1,000円（12月〜3月）
●樹氷祭イベント
（2月）
：雪見大露天風呂無料開放、
ジャンケン大会、
インストラクターのデモ、雪上花火など
●樹氷ライトアップ（12月末〜2月末）

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

KKR 平湯たから荘

☎0578-89-2626

平日
NASPAスキー場
NAS
NA
ASPA
PA
Aスキー場
ー場（イ
（イメ
（イメージ）
メージ
メ
ジ）
）

土・休前日

1室1名〜

10,000円
11,700円

※朴の木平スキー場1日リフト券（3,100円〜3,900円
相当）付

●かぐらスキー場（車15分）
●ＮＡＳＰＡスキーガーデン
（徒歩10分）
●ＧＡＬＡ湯沢（車10分）
●神立高原スキー場
（車10分）
●湯沢高原（徒歩5分）
※湯沢町内から各スキー場へのシャトルバスも利用可

うれしい
無料送迎付

スキーパック朴の木
1泊2食

11,900円

★通常4,600円相当のリフ
リフト1日券付
全日7,000円（リフト券なし）
★お子様（小学生まで）
（
利
）
※1室1名様利用はプラス1,500円
（平日のみ利用可）

☎023-694-9187

標高1,250m ！パウダースノーのゲレンデを楽しめる
朴の木平1日リフト券付お得パックプラン！

選べるリフト券付 スキープラン
1泊2食

山形県山形市蔵王温泉904-8

KKR 蔵王 白銀荘

樹氷のピークは例年2月頃
ゲレンデはGWまで滑走可能

冬の高原リゾートプラン

平日

蔵王
温泉

朴の木平スキー場（イメージ）

食事 山海の幸たっぷりのよせ鍋コース

★1名様プラス1,000円で特別和室にて
お部屋食に変更可

特典 お子様向けにソリを無料貸出し

★条件★12/12〜3/31（12/28〜1/3除く）

平湯スキーパック 1日リフト券付
平日9,700円

土・休前日11,400円

※詳細は施設へお問い合わせください

●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︒

現職様限定
1泊2食
1室1名〜
（リフト券無）

山形県

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

※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）

駐車場無料

（4）
●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︒

黒毛和牛ステーキ付プラン

（通常1泊500円）

3/31まで
（12/31、1/1除く）

北海道

川湯
温泉

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

KKR かわゆ

☎015-483-2643

海の幸を堪能！極みプラン
1室2名〜

平日

平日

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
三大蟹（イメージ）
特典 ●夕食時、
生ビールor日本酒orソフトドリンク
1杯サービス
●家族風呂サービス
（要予約）
●添い寝のお子様無料
●ダイヤモンドダストIN 川湯（2/2〜22）
●摩周湖（車40分） ●硫黄山（車3分）
★条件★12/10〜3/31（12/31、1/1除く）／
●屈斜路湖（車15分）
1名様プラス1,000円で特別室に変更可
北海道函館市湯川町2-8-14

KKR はこだて

☎0138-57-8484

はこだて満喫得々プラン
1室1名〜

平日

8,500円

食材を使用した日
替わりのメニュー

9,500円

★条件★12/1〜3/31
（12/30〜1/3除く）

※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

●はこだてイルミネーション・五稜郭イルミネーション
（12月〜2月）
●はこだてクリスマスファンタジー（11/28〜12/25）
●熱帯植物園さる山温泉（12月〜5月）
●函館海上花火（2/11〜15）

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

平日

☎03-3287-2921

♪お部屋タイプはお任せ♪

ウィンタープラン朝食付
1室2・3名

東京都千代田区大手町1-4-1

KKR ホテル東京

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♪

1泊朝食付

日・祝日

8,400円 7,400円

★条件★〜1/31
（12/31〜1/3、
土・休前日
を除く）
／小学生以下のお子様添寝無料／
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に変更可／
1室3名様でのご利用は皇居側のデラックス
ツイン／ 1日限定20室

※1室1名様利用は平日プラス1,400円、
日・祝日プラス400円

食事 朝食は和洋バイキング

※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

特典 駐車料金無料サービス

受験生サポートプラン

1泊朝食付
全日

※2食付プランもございます ※詳細は施設にお問合わせください

神奈川県

●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）
1室1名

1室2名〜

10,000円〜 9,200円〜

KKR ポートヒル横浜

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

冬の夜、和会席のご夕食で横浜を楽しむ

冬のしっとり和会席夕食付プラン
1泊2食

平日

11,500円

1室2名〜

土・休前日

12,500円

板長おすすめ和会席！
食事 旬の食材をふんだんに使用した、

冬の横浜！
1泊2食
1室2名〜

カジュアルフレンチ夕食付プラン
平日

9,500円

土・休前日

10,500円

食事 人気のカジュアルフレンチコース

湘南･

神奈川県 片瀬海岸

特典 朝食時にモーニング

コーヒーをサービス
★条 件★1/6〜3/30 ／ 海 側
和室利用／ 1日限定3室／洋
室利用は1名様プラス1,000円
／山手側和室利用は割引あり

「かながわ旅行券」使えます！
（3/1チェックアウトまで）

【1月】
フォト・ヨコハマ
（市内各所）
【2月】春節（中華街）、観梅
会（三溪園）、
チャーミング
セール
（元町）

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

KKR 江ノ島 ニュー向洋 ☎0466-23-7710

好評のナイトワンダーアクアリウム 12/25まで！
新江ノ島水族館は当日に限り再入場ができます

1室2名〜

平日

10,800円
お子様は全日

小学生

7,800円

または 道産牛を使用したフ
レンチコース

9,800円

特典 ワンドリンクサービス

★条件★12/10〜3/31（12/23
〜25、12/29〜1/3、2/4〜10
除く）／ 1日限定10室
イルミネーション（イメージ）

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

群馬県

水上
温泉

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

KKR 水上 水明荘

平日

1室2名〜

9,350円
10,850円

☎0278-72-2345
岩魚塩焼き付

食事 月夜野岩魚の塩焼き＆

地元群馬の食材を生か
したこだわりの旬会席

無料送迎
（要予約）
迎え 14:55 15:40
※1室1名様利用はプラス1,200円（通常2,000円）
送り 10:00
★条件★12/10〜1/31（12/31〜1/2除く）
土・休前日

送迎 JR水上駅

6,750円 3歳から 6,250円

新江ノ島水族館（イメージ）

●車、荷物等朝から預かり可 ●食前酒サービス

●寒中神輿練成大会（1月中旬）
●七福神スタンプラリー（1/7頃〜31）
（小学生のお子様は料理が選べます） ●節分祭（2/3 江ノ島、鎌倉各寺）
食事 お夕食は会席料理
●早春江ノ島春まつり
（2月下旬頃から
★条件★12/10〜3/31（12/31〜1/2除く）／ 8畳T付和室／ T無客
江ノ島、片瀬海岸）

室は大人1名様1,000円引／ BT付客室は大人1名様プラス1,500円

東京都目黒区東山1-27-15

KKR ホテル中目黒

☎03-3713-8131

緑に囲まれた静かな環境にあるビジネスホテル
都心各所へのアクセスが良く、観光・出張・受験時の拠点に！

平成28年2月
リニューアル！

シングル・ツインルームプラン
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）

食事

全日

7,100円
6,600円

朝食はダイニング
ルームで和食ビュッ
フェを無料サービス
★条件★2/1〜3/31
客室（イメージ）

※トリプルルーム
（1室3名）利用プランはお問い合わせください

●全客室改装 ●全室大型TV設置
●浴場
『なかめの湯』
オープン
●全室禁煙
（喫煙スペース有）
●WiFi-LAN完備 ●食堂メゾネット化

神奈川県

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
※詳細は施設にお問い
中目黒駅バスターミナル先
合わせください
TSUTAYA横⇒ホテル

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

KKR 鎌倉 わかみや

鎌倉

☎0467-25-4321

小さいお子様にプレゼントをご用意
キッズもよろこぶ♪早春の鎌倉！

ン
古都を彩る 花旅プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日

10,800円 15,300円

特典 ★大好評！調理長から2品サービス

（柚子酒と鎌倉大根のふろ吹き）
★未就学児にキャラクター付お弁当箱と
お子様アメニティプレゼント
毎年大好評 白玉ぜんざい付

鎌倉大根のふろ吹き（イメージ）
鶴岡八幡宮／寒牡丹（イメージ）

食事

季節の会席料理9品に爽やかな香り引き立
つ柚子酒と鎌倉大根のふろ吹き
★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）
に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でグルメ会席（全12品）
にグ
レードアップ

★条件★1/4〜3/18

「二人のおせち」

●鶴岡八幡宮の寒牡丹 ●瑞泉寺の黄梅・水仙
●荏柄天神社の紅白梅 ●明月院のロウ梅

箱根・

神奈川県 木賀温泉

1泊2食 全日

（要確認予約）
特典 ●ファミリーカラオケ 2時間 5,000円

※1室1名様利用はプラス1,000円
★新江ノ島水族館チケット
（大人2,100円、小・中学生1,000円、
3才以上600円相当）付

東京都 中目黒

料理（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

休前日も平日料金 組合員限定

選べるグルメプラン

土・休前日と12/27〜30

12,800円

●宝台樹スキー場（車約30分）
●奥利根スノーパーク
（車約10分）
●ノルン水上スキー場（車約15分）

11,250円〜

穏やかになりつつある箱根で
温泉とグルメ料理を堪能

新江ノ島水族館チケット付 宿泊プラン
1泊2食

食事 旬の食材を使用した和食膳

1室2名〜

冬の函館はイベント盛りだくさん

（当日予約可）

竹橋

土・休前日

1泊2食

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）
イルミネーション（イメージ）

★1室3名様以上利用の場合、お1人様500円

東京都

☎011-231-6711

冬の美食＆スキー・スノボ満喫プラン

食事 料理長が厳選した

土・休前日

大人 1,900 円

北海道札幌市中央区北四条西5-1

KKR ホテル 札幌

札幌

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食付のお得なプランです♪ 3名様1室だとさらにお得に！
源泉かけ流しの温泉と旬の味覚をお楽しみください

1泊2食

北海道

1泊2食

10,330円 10,830円

函館･
湯の川
温泉

☎096-355-0121

※1室1名様プランもあります ※詳細は施設にお問い合わせください

冬の贅沢プラン

土・休前日

食事 海の幸＆山の幸をたっぷり楽しめる美食プランです。

北海道

KKR ホテル 熊本

土・休前日

平 日

11,500円 13,500円

料理長厳選の旬の食材を
ご堪能いただけます!!

毛蟹★タラバ★ズワイガニの食べくらべ

1泊2食

1泊2食
1室2名〜

1室2名〜

12月〜2月

3月

13,950円 14,650円

食事 ふぐフルコース または 足柄牛
（すき焼or

しゃぶしゃぶorサーロインステーキ）
から
選べるグルメ会席
「宮ノ下駅」
から無料送迎
送迎 箱根登山鉄道
（時間14:30〜18:00）
★条件★12/10〜3/31（12/26〜1/3、1/9・10、
3/19・20除く）

ふぐフルコース（イメージ）

元箱根、成川美術館：
富士山見学おすすめスポット
（車20分）

※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
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伊豆・

静岡県 熱海温泉

静岡県熱海市春日町7-39

KKR ホテル熱海

☎0557-85-2000

相模湾一望！
自家源泉かけ流しの露天風呂で冬を満喫

平日

送迎 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅

〜12/28 国産牛の陶板焼きと選べる鍋プラン

料理（イメージ）

静岡県沼津市志下192

KKR 沼津 はまゆう

☎055-931-0592

沼津港深海水族館 入館引換券付プラン
1室2名〜

11,750円 14,250円

送迎 JR沼津駅南口 無料送迎

深海
（イメージ）

石川県金沢市大手町2-32

☎076-264-3261

1/4〜1/31の全日

20,160円 2名様の料金です

1室1名
シングル

9,000円

1室2名
ツイン

8,500円

1室3名
トリプル

8,000円

平日 平日にご宿泊された方へプレゼント
お年玉
特典 ご夕食時信州ワイン飲み放題
下呂
温泉

岐阜県

1泊2食
1室1名〜

シングルルーム（イメージ）

食事 夕食は和洋計6種類のセットメニューから

当日選択

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

KKR ホテル 名古屋 ☎052-201-3326
受験生応援プラン
さわやか朝食付プラン

愛知県 名古屋

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

平日

1泊2食
1室
1〜3名

土・休前日

6,600円 7,600円

平日

土・休前日

9,200円 10,200円

（旬御膳）
または ステーキセット
食事 和定食
（通常15時）
特典 ●13時チェックイン

★小学生以下で添い寝のお子様は無料

●電気スタンド無料貸出（要事前予約）
●あったか簡易カイロ

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★〜1/31（12/31〜1/3除く）

KKR 京都くに荘

凛とする京の冬、風情あるくに荘温泉露天風呂は
旅の疲れを癒します

京の冬〜四季彩会席
1泊2食
1室1名〜

平日

岐阜県下呂市森1209

KKR 下呂 しらさぎ

☎0576-25-5505

平日

土・休前日

14,100円 15,100円

タラバとズワイ蟹の合わせ焼き、
鰤としめじの蕪蒸
し、飛騨牛の和風ステーキ、蟹おこわに水物を加え
た全8品（写真のお造りは2名様盛り合わせです）
★条件★〜2/29（12/29〜1/2除く）／和室・ツインルーム・
シングルルーム（リビング付ツインルームは別料金）
冬の下呂温泉『花火物語』1/9〜3/26の毎週土曜日 20:30〜約10分間

滋賀県 琵琶湖

土・休前日

14,150円 16,150円

※12/27〜12/30利用は、1名様プラス2,000円

（京会席
「清滝」
／和牛
食事 選べる5種の会席
会席／ふぐ付会席／かに付会席／冬野
菜会席すっぽんスープ付）
★条件★〜2/29（12/31〜1/3除く）／客室定員利用

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

年に一度の大感謝 得々プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日

9,800円 12,800円

（京会席／寄せ鍋／牛
食事 選べる夕食4種類
すきやき／牛しゃぶ鍋）
特典 ●ゆっくり滞在 13:00〜翌11:00
●2泊目以降500円引
（要予約時申込）
●4月
「古都湖都プラン」2,000円割引券
プレゼント
★条件★1/6〜3/18（2/24・25除く）／ 1日限定5室

『第50回京の冬の旅 文化財特別公開（禅 ‑ZEN‑ 〜禅寺の美 日本文化の美〜）』
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）

料理（イメージ）

滋賀県大津市下阪本1-1-1

KKR ホテルびわこ

☎077-578-2020

日頃のご愛顧に感謝いたしまして

年に一度の大感謝 得々プラン
平日

1泊2食

9,800円

1室2名〜

土・休前日

12,800円

※ダブルベッドルーム1室1名利用はプラス1,000円
★ダブルベッドルーム1室2名様利用の場合お1人様1,000円引
食事 選べる夕食4種類
（特別会席／寄せ鍋／牛すき焼き

鍋／牛しゃぶしゃぶ鍋）
13:00〜翌11:00（通常15:00
〜翌10:00）
●連泊で2泊目以降500円引（要予約）
●ランチ10％割引券進呈
●古都湖都プラン(4月)で利用可能な2,000円割
引券プレゼント

特典 ●ゆったり滞在

京都

霧ヶ峰高原や富士見パノラマスキー場など
雪あそびが充実のスキー場が人気

食事 日本海直送鮮魚と冬の天然鰤お造りの大皿盛合せ、

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円
特典 カイロをプレゼント
※1室2名の場合、
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
★条件★〜2/29
（12/31〜1/2除く）

京都府

●諏訪大社（上社・下社とも車約20分）
●すわっこランド：室内温水プールに水着で入
る温浴ゾーンでファミリー、
カップルに人気

冬の天然鰤とタラバ・ズワイ蟹会席
平日

朝食（イメージ）

かにすき（イメージ）

海の幸と飛騨牛をご賞味ください

受験生プラン

1泊朝食付
1室
1〜3名

平日はお年玉特典付

メインの和風会席
★ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー付
★条件★1/4〜1/31 ／トイレ付客室限定

金沢大学・美術工芸大学にアクセス最適！
心温まる特典付♪

1泊2食

☎0266-58-1259

食事 長野県産牛ヒレステーキとズワイガニのすき鍋が

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）割引券有
●話題の沼津港深海水族館（車約8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）

KKR ホテル金沢

金沢

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

KKR 諏訪湖荘

お二人で ２０１６０円

1泊2食
1室2名

※1/9・10、3/19・20は土・休前日料金にプラス1,000円
食事 旬を彩る！
※3/13〜18・21〜25・27〜31は平日料金にプラス1,000円
月替わり創作
※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
会席料理

石川県

上諏訪
温泉

長野県

初夢
シーラカンス
（イメージ）

土・休前日と12/27〜30

迎え16:00（要予約）
★条 件★12/10〜3/31（12/31〜1/3除 く）／ BT付
海側和室10畳または平成27年11月リニューアル済BT
付山側洋室ツイン
★大人（高校生以上）1,600円相当の入館引換券付
（お子様のチケットは現地でお買い求めください）

あしたか牛ステーキ（イメージ）

初夢みるなら信州で!!

日本初！シーラカンスを始め、希少な深海生物に出会える

平日

無料送迎
（要予約）

★条件★〜4/10（12/30〜1/3除く）／ 1日限定5組

●MOA美術館：自然豊かな美術館、国宝もあり
（車10分）
●来宮神社：大楠がご神木、直営のカフェも人気
（車10分）

12,800円

※詳細は施設にお問い合わせください

1泊2食

10,700円

※1/9・10、3/19・20は土・休前日料金に1名様プラス1,000円

★条件★1/4〜1/31（1/9・10除く）／和室または洋室
ツイン／和洋室利用は1名様プラス500円

沼津

土・休前日

9,700円

1室2名〜

食事 お造り盛合せ、
ふぐの唐揚げ、鯛昆布蒸しなど

静岡県

☎055-948-0010

静岡県産 あしたか牛ステーキプラン
平日

1泊2食

土・休前日

★1室4名様以上利用はお1人様1,000円引

平日 1室2名〜

静岡県伊豆の国市古奈82

KKR 伊豆長岡 千歳荘

外気で冷ました露天風呂が大好評！

12,800円 15,800円

1室2・3名

伊豆長岡
温泉

お肉大好き

お造りの氷柱盛と鯛の釜飯プラン
1泊2食

静岡県

大阪府

森之宮

春一番
平日
土・休前日と
3/21〜31

びわ湖縦走港めぐり 雪見船クルーズ
（予約制1月中旬〜3月上旬）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

KKR ホテル大阪

春色の朝の大阪城を一望

1泊朝食付

びわこ一望の露天風呂（イメージ）

★条件★1/6〜3/18 ／ 1日限定5室

☎06-6941-1122

美味しい朝食で元気に行こう！

朝食付プラン 春のおとずれ 2食付プラン
1室2名〜

6,500円
7,500円

食事 大阪城を一望の12階レストランで

和洋バイキング
★条件★1/4〜3/31

1泊2食
平日
土・休前日と
3/21〜25

1室2名〜

9,400
10,400

特典 夕食時ドリンク20％引

食事

シェフのおまかせ
（3日前
円 洋 食セット
ま で 要 予 約）
また
は おまかせ和食膳
円
（前日まで要予約）
から選択

★条件★1/4〜3/25

★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（通常1,000円）

●大阪城公園はホテルの目の前
●通天閣・新世界：電車で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 ●道頓堀：電車20分

※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）

●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12月10日

第848号

●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
兵庫県

城崎
温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

KKR 城崎 玄武

☎0796-32-2631

城崎温泉 冬の味覚プラン

2食付で
お気軽宿泊！

平日

19,500円
16,500円
15,500円

かに三昧
かに御膳

かにづくし
（イメージ）

1泊2食

（かにすき鍋・焼がに・かに刺し・雑炊・
食事 ●かに三昧

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）
※土・休前日は1名様プラス1,000円
特典
7つの外湯無料券プレゼン
ト
※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
かにづくし

★条件★〜3/31（12/29〜1/3除
く）／ T付客室利用は1名様プラス
1,000円

山口県

湯田
温泉

神鍋高原スキー場（車50分）

●玄武洞公園（車10分）
●但馬の小京都・出石
（車35分）

山口県山口市神田町2-18

KKR 山口 あさくら

☎083-922-3268

本場山口で食すふく会席
1室1名〜

平日

●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

旬の味覚を是非ご堪能ください！

和牛ステーキ付

ふくふく会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日

イチ

ロ

料理（イメージ）

お造り御膳、
天婦羅御膳、
ステーキ御膳、
食事 夕食は、
海老フライ御膳、
釜飯御膳(3種)の計7種類から
選択可 朝食は和洋バイキング
★条件★12/1〜3/31（12/23・31、1/1・2除く）

松山・

愛媛県 道後温泉

●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）

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

KKR 道後ゆづき

☎089-941-2934

1室2名〜

13,800円
15,800円

ハカ

土・休前日

★条件★〜3/31（12/29〜1/3除く）

タ

1室1名〜

6,200円
8,300円

食事 朝食は和洋バイキング
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

料理（イメージ）

お1人 様 プ ラ ス3,000円 で
厳選とらふぐ会席に変更可

一路博多プラン
平日

14,200円
16,300円

★条件★12/10〜3/31
（12/26〜1/5除く）

7,400円

ふぐの唐揚げ等のふぐ会席
食事 ふぐちり、

☎092-521-1361

1泊朝食付

1室1名〜

食事 ふぐ三昧のコース

6,900円

※1室1名様利用はプラス1,000円

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

KKR ホテル博多

豪華！ふぐ料理

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

土・休前日
料理（イメージ）

●まちじゅうフェスティバル×Xグルメマーケット
ご当地グルメ大集合＆お子様向けのアトラクション（新亀山公園 12/19 11:00〜18:00）
●X-mas湯らぎ狐（コン）サート×キャンドル×屋台
灯り・音・食を魅力的に融合させたコンサート（湯田温泉 12/23 14:00〜21:00）
●イルミネーション市内各所にて点灯

博多

選べる夕食プラン
平日

平日

※1/9〜10、
3/19・20は特別料金のため施設へ要問合せ
「ふく」
をメニューに取り入れた会席料理
食事 山口名物

福岡県

1室2名〜

1泊2食

14,500円 16,500円

日本の
クリスマスは
山口から

☎082-221-3736

美食ふぐ会席プラン

土・休前日と12/27〜30

★条件★12/10〜3/31（12/31〜1/3除く）
／ 3日前まで要予約

広島県広島市中区東白島町19-65

おいしいお料理と奥道後の
温泉をご堪能ください

初代内閣総理大臣、伊藤博文が愛した「ふく料理」

1泊2食

KKR ホテル広島

広島

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

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

1泊2食 1室2名〜

広島県

鹿児島県

城山
温泉

●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）

鹿児島県鹿児島市城山町5-24

KKR 鹿児島 敬天閣

☎099-225-2505

体内塩分排出食材をオリーブオイルや
ごま油と合わせて仕上げました

健康第一
1泊2食
平日
土・休前日

減塩ひっとべプラン
1室2名〜

8,500
9,000

食事

減塩醤油・減塩味噌・自然塩・
円 ス パ イ ス・酢・山 椒・出 汁・泡
醤 油（減 塩 醤 油＋水＋ゼ ラチ
ンを泡立てる）
など徹底的に
メリハリのあ
円 こだわりました。
る味をお楽しみください

★条件★12/10〜3/31
（12/30〜1/2除く）

※1室1名様利用はプラス500円

●博多座『放浪記』主演：仲間由紀恵
（1/7〜31）
●十日恵比須正月大祭（1/8〜11）

送迎 鹿児島中央駅無料送迎
（要予約）

特典 焼酎1杯サービス

★条件★〜3/31（12/30〜1/3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）

料理（イメージ）

●世界遺産！尚古集成館まで車10分・
仙巌園ちょこっとプレゼント券あります
●鹿児島ぶらりまち歩き
（事前予約制）
大人500円

※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

