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※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）

平成28年3月10日　（3）平成28年3

1泊朝食付 3/19～31の
全日

1室2名 8,500円7,500円

KKR ホテル大阪
眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

大阪城を一望できるレストランでおいしい朝食を！

4/1～9と
4月の休前日

6,500円

4/10～30の
平日

3/19～4/30／ 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）

大阪府

森之宮
06-6941-1122

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

大阪城（イメージ） Ⓒ (公財)大阪観光局大阪城（イメージ） Ⓒ (公財)大阪観光局

朝食は和洋
バイキング

静岡県沼津市志下192

平日 9,350円

11,850円

KKR 沼津 はまゆう
駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

県沼津市志下1922静岡県 津市志下

1泊2

KRKKR沼津はまゆ沼津はまゆう

農林水産大臣賞受賞の岡田料理長が丹精を込めた！

月替わり創作会席料理
※基本会席より料理の品数が少なくなって
おります

土・休前日

～4/28／ 1室1名様利用はプラス1,000円（平
日のみ利用可）／ 3/19・20は土・休前日料金に
プラス1,000円／3/13～18・21～25・27～31
は平日料金にプラス1,000円／ BT付和室10畳
または平成27年12月リニューアル済BT付洋室
ツイン

静岡県
055-931-0592

JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16：00（要予約）

香貫山香陵台（イメージ）香貫山香陵台（イメージ）

日 9,350円

11 850円

2食 1室2名～

KRKKR沼津 はまゆ沼津 はまゆう
河湾 夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿駿河湾の夕 と富士の雄姿を臨む海辺の 泉宿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿駿河湾の夕 と富士の雄姿を臨む海辺の 泉宿

農林水産大臣賞受賞の岡田料理長が丹丹精を込めた！

前日

05 931055-9 1-0

香 山香陵台（ ジ）香 山香香陵台台（ ジジ）

料理長のこだわりプラン量控えめ 朝食付プラン元気の素

沼　津

●沼津市香貫山（車20分）3月下旬～4月中旬
展望台から市街地と富士山、遠くは南アルプス
まで一望できる桜の名所
●三嶋大社（車35分）3月下旬～4月上旬
約15種200本の桜を御本殿へと続く参道、
神池沿いで楽しめる

桜の名所100選 大阪城公園
約3000本の桜を擁する関西屈指
の桜の名所はすぐ目の前！

主要観光地・繁華街へは
電車で20分～30分
●あべのハルカス
●通天閣　●新世界
●ＵＳＪ　●海遊館
●道頓堀　●法善寺
●なんば

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-genkinomotoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-kodawariplan.html


宿泊者割引の全山共通リフト券でお得に滑ろう

第851号（4）　平成28年3月10日

※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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＋入湯税 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

御殿場プレミアムアウトレット
（車約30分）

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

1泊2食

1室2名～ 12,650円

金目鯛の姿煮プラン

KKR 宮の下
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

創作会席の中に1名様ごとに
ドーンと約30㎝の金目鯛!!

全日

3/10～4/28（3/19・20除く）／
4月の土曜日は1名様プラス
1,500円

料理（イメージ）料理（イメージ）

神奈川県
0460-87-2350箱根・木賀温泉

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（時間14:30～18:00）

東京都目黒区東山1－27－15KKR ホテル中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

改装まもない当ホテルで快適にお過ごしください

～6/30朝食は和食ビュッフェを無料提供

「真田家クッキー」本紙ご提示の方にプレゼント!
（2名様以上に1箱）

500円分のお飲み物券付

東京都

中目黒
03-3713-8131

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン

KKR 江ノ島 ニュー向洋
江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

組合員様に一番人気のプランです

1泊2食 平日

1室2名～ 10,800円 12,800円

土・休前日

3/10～4/30／ 1室1名様利用はプラ
ス1,000円／ 8畳T付和室／ T無客室
は1名様1,000円引（大人）／ BT付客
室は1名様プラス1,000円

　　　お夕食は向
洋自慢の会席料理
（小学生のお子様は
料理が選べます）

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

0466-23-7710

新江ノ島水族館（イメージ）新江ノ島水族館（イメージ）
お子様（小学生） 6,750円全日

お子様（3歳から）全日6,250円

1泊朝食付

平日

1室2名～

5,000円

7,000円

カジュアルプラン

KKR ホテル札幌 
JR札幌駅より徒歩5分、旧道庁に隣接

アクセス抜群の当ホテルでシンプルステイ

2階レストランでのご朝食

～4/28 ／ 1室1名様利用は
プラス600円

土・休前日

レストラン（イメージ）レストラン（イメージ）

時計台（イメージ）時計台（イメージ）

3月の樹氷（イメージ）3月の樹氷（イメージ）

北海道

札幌
011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

1泊2食 平日 3/1～3/31

1室1・2名 8,500円 9,000円

函館満喫得々プラン

KKR はこだて
北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

3月26日に待望の【北海道新幹線】が開業！

夕食は地元産の旬の食材をたっぷりと使った和食膳
朝食には函館名物
『イカ刺し』付♪
3/1～4/27 ／土・休前日利
用は1名様プラス1,000円／
3名様1室利用はお1人様
500円引／ T付和室

4/1～4/27

北海道
函館･湯の川温泉 0138-57-8484 

当館から市電の乗り場まで
徒歩4分♪
函館朝市、元町、五稜郭など、
観光や買い物に便利

●道庁旧本庁舎（隣接）
●札幌時計台（徒歩10分）
●札幌テレビ塔（徒歩10分）

北海道函館市湯川町2-8-14

※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

円2,000大人
（～4/28）

円1,700
（4/29～）

1泊2食 平日

1室2名～ 8,600円 9,600円

春スキー プラン

KKR 蔵王 白銀荘
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

和風会席膳または牛カルビ鉄板焼（たっぷりお1人様250g）
★蔵王名物生ラムジンギスカン（お1人様500円引）
に変更可　★1名様プラス2,200円でジューシーな
蔵王牛プラン（すき焼きorしゃぶしゃぶ）に変更可
（要予約2日前／ 2名様より）
～3/31／T付和室／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

土・休前日

山形県
蔵王温泉 023-694-9187

山形県山形市蔵王温泉904-8

全山共通乗車券宿泊者割引（3/7～）
●1日券5,000円→4,100円
●2日券9,200円→7,400円
★小学生以下1日券 1,500円

シングル・ツインルームプラン

デラックスタイプ客室をご用意
（1日5室限定）

函館山夜景（イメージ）函館山夜景（イメージ）

1泊2食

1室2名～

平日

8,350円

土曜日と3/20、4/29

9,850円

1泊2食

1室2名～

平日

8,350円

土曜日と3/20、4/29

9,850円

料理長おすすめ満足プラン

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％かけ流し、静寂に包まれた一軒宿

上州で真田家ゆかりの地を巡ろう

当館一番人気の会席に舌鼓

JR水上駅　無料送迎（要予約）
迎え 14:55 15:40　 送り 10:00
～4/30 ／ 1室1名様利用はプラス2,000円

群馬県
水上温泉 0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

料理（イメージ）料理（イメージ）

東京都千代田区大手町1-4-1

全日 3泊素泊まり

1室2名
レギュラーツイン

1室1名
デラックスシングル

22,200円（延泊7,400円）

26,400円（延泊8,800円）

ロングスティプラン

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

同じお部屋で3泊4日以上ならお得！ コインランドリー完備

和洋バイキングのご朝食
お1人様 1,400円

4/1～12/30 ／レギュラーツイン1室2名様は、
お1人様プラス1,500円で皇居側のデラックス
ツインへ変更可／ 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

東京都

竹　橋
03-3287-2921

神奈川県逗子市新宿3-2-26

1泊2食 平日 1室2名～

4/7～4/27 11,980円

3/11～4/6 12,980円

神奈奈川県

2食 平日 1室2名～

～4/27 11,980円

1～4/6 12,980円

プレミアム会席プラン

KKR 逗子 松汀園
古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

女性風呂リニューアル記念の特典付！

豪快舟盛りをはじめ
海の幸がずらり～
贅沢グルメは①～④の
中から2品をチョイス！
（1品2名様以上／
1グループ3品まで／要予約）
①葉山牛サーロイン陶板焼
②あわび
③葉山牛しゃぶしゃぶ
④あわび＆海鮮しゃぶしゃぶ

3/11～4/27（3/20、土・休前日除
く）／1室1名様利用はプラス1,100
円／BT無和室／3日前まで要予約

神奈川県
湘南･
逗子海岸

046-871-2042

葉山牛（イメージ）葉山牛（イメージ）

東京駅（イメージ）東京駅（イメージ）

舟盛（イメージ）舟盛（イメージ）

真田家ゆかりの沼田城！
沼田公園（沼田城跡）は約210本の大きな
桜がある花見の名所です（車約40分）

【3月】さくらフェスタ（横浜市内
各地）／観桜の夕べ（三溪園）
【4月】大道芸（野毛・みなとみら
い・伊勢佐木町）／よこはま花
と緑のスプリングフェア（山下
公園・横浜公園）

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園KKR ポートヒル横浜
港の見える丘公園の一角に位置するホテル

シェフのおすすめフレンチと横浜の夜景をご満喫ください！

1泊2食

平日

3月 1室2～4名

9,500円

4月 1室2名

11,500円

～4/28／土・休前日利用は1名様
プラス1,000円／海側BT付和室

素材を生かした心にも体にも優し
いフレンチのカジュアルコース

神奈川県

横　浜
045-621-9684

レストランからの夜景（イメージ）レストランからの夜景（イメージ）

丘の上のブルーライトプラン

オプション

●アーリーチェックイン(通常15:00→13:00）
●駐車料金無料（6:00～チェックアウト日22:00）

朝食時にモーニングコーヒーを
サービス

1泊サービス朝食付 1室1名（シングルルーム）

全日 7,100円 6,600円

1室2名（ツインルーム）

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
※詳細は施設にお問い合わせください

平成28年2月 リニューアル！
★館内大浴場『なかめの湯』オープン　
★全室大型テレビ＆ズボンプレッサー設置
★食堂メゾネット化　★WiFi-LAN完備
★全室禁煙（喫煙スペース有）

春の湘南

お値打ち!!

人気のイルカとアシカのショー
“きずな”をはじめ、ペンギンプール、
クラゲコーナー、海の生物のふれあ
いコーナーなど盛りだくさん

新江ノ島水族館
チケット

美味しいものをさらに美味しく追及したプラン！

KKR宮の下のウコン桜
淡黄色の花を咲かせる
ウコン桜。
4月中旬が見頃

新江ノ島水族館
当館から歩いて行ける

（大人2,100円、
小・中学生1,000円、
3才以上600円相当）付

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160301-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-hakodatemakitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-haruskiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160301-manzokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-stroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-bluelightplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-premiumplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/enoshima-aquaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-kinmedaiplan.html


＋入湯税 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

上信越の食材を味わう上方仕立ての
優しい和食
★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あり
★1名様プラス1,500円で生ビール・
　ワイン・日本酒 飲み放題

8,800円

9,800円

1泊2食

平日

1室2名～

8,800円

9,800円

熊野牛会席料理プラン

KKR 白浜 美浜荘
日本三古湯の南紀白浜温泉で源泉かけ流しの宿

最上級の肉質と風味を備えた黒毛和種

～4/28（3/19・20除
く）／ 1室1名様利用
はプラス1,000円／
T付客室／T無客室利
用は1名様1,000円引

土土・休前日

和歌山県
0739-42-3383

●平湯温泉スキー場・朴の木スキー場（3月下旬まで）
●青だるライトアップ（3月下旬まで）　●新穂高ロープ
ウェイ（通年営業）　●上高地開山（4/15予定）

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

料理（イメージ）料理（イメージ）

天然石焼きor鋤焼き鍋orしゃぶしゃ
ぶの中からお選びいただけます！
その他、季節の食材や地元の食材を
使った料理もご用意

　（5）
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※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）

夕食は、金沢名物「治部煮」の
入った宿泊者専用会席
朝食は、お堀を眺めながらの
和洋ブッフェ

～5/31／禁煙ツインルーム
（23㎡）／ 3日前までの要予
約／ 1室1名、1室3名利用プ
ランもございます

兼六園入園券付プラン

KKR ホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

兼兼六六園入入園園券券付付プラン

KRKKRホテル金沢ホテル金沢
沢城公園の前、観光に便利なシティホテル金沢城公園 前、観光に便 なシ ィホテル

ご好評をいただいている自信の和会席をご賞味ください♪

石川県

金　沢
076-264-3261
石川県金沢市大手町2-32

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食

平日平日

1室2名

11,500円

12,500円土・休前日

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

1泊2食 平日

1室2名～ 10,900円 12,400円

KKR 湯沢 ゆきぐに
展望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる宿

2大メインの饗宴をお楽しみください

季節の味覚カニと調理
長特製の洋風味付けで
食べるアワビ

土・休前日

～4/27／和室T付12畳

新潟県
025-784-3424越後湯沢温泉

JR越後湯沢駅
無料送迎（要予約）

お子様（小学生まで）全日7,000円

静岡県伊豆の国市古奈82

9,900円 10,900円

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

透き通るような桜色！ 春の香りの会席です

新鮮な桜海老を、素材の味が
楽しめる『お造り』や『釜飯』
でご賞味ください
～4/28 ／ 3/19・20は 土・
休前日料金に1名様プラス
1,000円／ T付和室

静岡県
055-948-0010伊豆長岡温泉

1泊2食

1室1名～

平日

9,900円 10,900円

KRKKR伊豆長岡 千歳荘 伊豆長岡 千歳荘
け流しの湯が評判の静かなお宿かけ流しの が評 の静 なお宿

透き通透 通るような桜色！ 春の香りの会席会 です

新鮮な桜海老を 素材の味が

土・休前日

静岡県
055-948055-9 8伊豆長岡温泉長岡

桜海老のお刺身と釜飯付プラン

桜海老の釜飯（イメージ）桜海老の釜飯（イメージ）

高田城夜桜
（イメージ）
高田城夜桜
（イメージ）

1泊2食

平日

1室1名～

7,200円

8,200円

お花見プラン

KKR 妙高高原 白樺荘
自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

少し早めの夕食で、夜桜を見に行こう!

3/10～4/28／
和室利用／BT
付客室は1名様
プラス1,000円

新潟県
池の平温泉 0255-86-2113

新潟県妙高市関川2275

9,800円 11,800円

1泊2食 平日

1室2名～ 9,800円 11,800円

牛ヒレステーキ＆リブロース食べ放題プラン

KKR 諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

卒業旅行!! 春休みは満腹温泉へ行こう【諏訪湖】

～4/28（4/1～3・7～10除く）／4月利用は1名様プラス500円／T付客室は1名様プラス1,000円

土・休前日

長野県
上諏訪温泉 0266-58-1259

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

長野県産 夕食は和会席で

名古屋観光ルートバス
「メーグル一日乗車券」500円相当付

名古
グル
古屋
ル
屋観
日
観光
日乗
光ル
乗車
ルー
車券
ートトバ
50
バス
00円
ス
円相「メ「メメメーーググルル一一日日乗乗車車券券」」550000円円相相相当当付当付付付

名古屋観光ルートバス
「メーグル一日乗車券」500円相当付

お子様（全日）7,000円 料理（イメージ）料理（イメージ）

●Wi-Fi設置（1階ロビー及
び各客室階）　●コンビニ
隣ビル（ローソン24時間営
業）　●地上駐車場完備（1
泊330円）　●コインラン
ドリー＆乾燥機（洗剤不要）

蟹すき鍋＆鮑ステーキプラン

1泊2食

平日

1室1名～

11,800円

12,800円

奥飛騨和会席プラン

KKR 平湯たから荘
敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

飛騨牛しゃぶしゃ
ぶ他、地のもの、
旬のものを活か
したオリジナル
郷土会席料理土・休前日

～4/28／ T付和室／4日前までの要予約
／ 1名様プラス1,000円でお部屋食に変
更可（3室限定）

岐阜県
平湯温泉 0578-89-2626

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

料理（イメージ）料理（イメージ）

名古屋城（イメージ）名古屋城（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付

14,100円

15,100円

622626
63 17 2

うれ いうれしううれしいうれしいいいしい
料送迎付料 迎付料

1泊2食

平日

1室1名～

14,100円

15 100

春の桜鯛・甘鯛・金目鯛の創作京会席

KKR 下呂 しらさぎ
日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

食材を吟味し、味付けを極め、彩りを添えた春会席A5飛騨牛しゃぶしゃぶが1品付

土・休前日土 休前日

～4/28 ／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1名様プラス
2,000円)

岐阜県
下呂温泉

白浜温泉

0576-25-5505
岐阜県下呂市森1209

料理（イメージ）料理（イメージ）

甘鯛の塩焼き、桜鯛と春
野菜の豆乳しゃぶしゃぶ、
金目鯛のお造り、 山菜天
ぷら盛合せ、百合根万十、
鯛釜飯、白魚玉、抹茶胡麻
ムース（全9品）

5か所から選べるリフト券販売あり（ガー
ラ、湯沢高原、神立高原、ナスパ、かぐら）
★近隣スキー場への送迎を行うレンタ
ルショップのご紹介可

1泊2食

平日

1室1～3名

10,200円

11,200円

KKR ホテル 名古屋
名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

春の訪れを感じる陽気とともにプラン限定の料理をご堪能ください

土・休前日 ～4/28

1室2名以上の場合は名古屋
城側のお部屋をご用意

愛知県

名古屋
052-201-3326

名古屋城、徳川美術館、徳川園など
由緒ある施設めぐり
★メーグル一日乗車券で観光施設
の入館料割引あり

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

料理（イメージ）料理（イメージ）

厳選された愛知の黒毛和種「みかわ牛すきやき膳」

みかわ牛すきやき膳プラン

敷地内から湧出する源泉か
け流しの展望露天風呂から
相模湾が一望できます

熱海城桜まつり
（3/26～4/10）

金目鯛の煮付け付 和食会席プラン

KKR ホテル熱海
全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

春に旬をむかえる海の幸をご堪能ください

静岡県
伊豆・熱海温泉 0557-85-2000

静岡県熱海市春日町7-39

1泊2食 平日

1室2名～ 13,800円 16,800円

グループに一尾！ 金目鯛の煮付けがついた全8品の創作和食会席

土・休前日

3/10～4/28（3/19・20、4/9除く）／ 1室4名様以上の
場合はお1人様1,000円引

金目鯛の煮付け（イメージ）金目鯛の煮付け（イメージ）

伊豆箱根鉄道
伊豆長岡駅
無料送迎
（要予約）

大粒で甘くてジューシーな「章姫」30分食べ放題（練乳・おしぼり付）

大人 1,400円（3月） 1,200円（4月）

平日限定特
典

越後のワン
カップ酒

90分飲み
放題付！

他にソフト
ドリンク

5種類も飲
み放題

平日限定特
典

越後のワン
カップ酒

90分飲み
放題付！

他にソフト
ドリンク

5種類も飲
み放題

源泉かけ流しの温泉源 かけ流しの温泉宿
を見に行こう!

立ての

コーナーあり
ル 高高高田田

1
室
客
ラ
立ての

0～4/28／
室利用／BT
客室は1名様
ラス1,000円

※前日までの予約制
※頸南バスが実施する
もので、手配・媒介・取
次を行うものではあり
ません

長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題がメインの和風会席コース
★信州郷土料理日替わりハーフビュッフェも食べ放題
★ソフトドリンクバーは10種類ご用意 1名様 1,500円（3月） 1,300円（4月）

兼六園＆金沢城公園
兼六園無料開園＆金沢城・
兼六園観桜期ライトアップ
ライトアップは、例年4月上旬
7:00～21:30予定

苗代桜ライトアップ
苗代桜は樹齢約400年の2本の巨木からなり、夜は水田に写る
姿が美しくライトアップされます(車30分)見頃4月上旬～中旬

平草原公園さくらまつり
白浜の町並みを一望できる高台に公園に、約2000本の桜
が咲き誇る（3月下旬～4月上旬）
期間中は夜桜ライトアップや売店なども（車10分）

選べる

等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。66176-264-32676-2 4-32

332石川県金沢市大手町2-3石川県金 市大手町

ジ
桜桜夜夜城城城城城城夜桜桜城夜桜田城夜城夜桜夜桜
））ジ）メージメ ジメージ）））ジ）

城 桜城夜桜城夜桜田城夜城夜桜夜桜

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-kinmenitukeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-sakuraebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160301-kaniawabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-ohanamiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-gyutabehoudaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/kanazawa-wakaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/hirayu-wakaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-sousakukyokaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-nagoyakankoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-kaisekiplan.html


　　  湖西路会席（鮑
の陶板焼き）・桜鯛会
席・手毬寿司会席か
らお選びください

季節箱膳＋郷土料理＋朝食付旅満喫プラン

香山公園
公園内には国宝瑠璃光寺五重塔が
あり、日没後は五重塔と桜が美しく
ライトアップされます（車10分）

さくら名所100選　熊本城
フロントにてチケットご用意
●熊本城・城彩苑お土産券付お楽しみクーポン
　（通常1,700円→1,500円）
●城彩苑・湧々座（特別舞台展示）子供舞踊団花童
　入場券（大人1,000円　子供500円）

第851号（6）　平成28年3月10日

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
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の
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す
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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
。

＋入湯税 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

1泊2食
1室1名
～3名 14,200円 16,300円

博多の旬の味覚「ふぐ」と「和牛ステーキ」

～3/31 ／洋室／和室・デラックスツイン希望は
要問い合わせ／ 3日前まで要予約

食 平日
名 14,200円 16,300円

博多の旬の味覚「ふぐ」と「和牛ステーキ」

土・休前日

和牛ステーキ付ふくふく会席プラン

KKR ホテル博多
福岡市内の中心地「博多」「天神」にも近いホテル

季節限定メニューをお値打ち価格で！

福岡県

博　多
092-521-1361

●天神（車5分）　●中州（車10分）
●キャナルシティ博多（車10分）

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

料理（イメージ）料理（イメージ）

一路博多プラン
1泊朝食付 ※詳細は施設にお問い合わせくださいイチ ロ ハカ タ

平日6,200円 土・休前日8,300円

駐車場料金無料（通常1泊1,000円）

1泊2食 平日

1室1名～ 10,600円 11,600円

県産品を含めた料理の数々に郷土料理の
「馬刺し」「辛子レンコン」「一文字のぐる
ぐる」付
※馬刺しが苦手なお客様にはお刺身に変更可

土・休前日

～4/30 ／ツインの場合、熊本城側客室へ
変更は1名様あたり3月までプラス750円、
4月からプラス1,000円

KKR ホテル 熊本
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

県伝統的工芸品・人吉「曲げわっぱ」を使用した季節箱膳

熊本県

熊　本
096-355-0121

●道後温泉まつり2016　道後温泉本館や道後商店周辺
　などでさまざまな催し事が行われます（3月）
●松山春まつり（お城まつり）大名・武者行列をはじめ
　賑やかなイベント開催（4月）

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

季節箱膳（イメージ）季節箱膳（イメージ）

駐車場利用料金
無料（通常1泊
500円）

1泊2食 平日

1室2名～ 13,750円 17,250円

KKR ホテルびわこ
くつろぎのレイクサイドリゾート

びわこ一望の露天風呂と、桜鑑賞を満喫

土・休前日

 　　  ～5/31（4/1～22、4/28～5/7は別料金ですのでお問い合
わせください）／ 5/13・20・27は平日料金に1名様プラス1,000円
／客室定員利用／セミダブルベット2名様利用はお1人様3,000円
　引／セミダブルベッド1名様利用はプラス1,000円

●1室4名様以上のご利用で鯛のうす造りサービス
●京都下鴨「宝泉堂」花ごころ＋お茶サービス

滋賀県
琵琶湖 077-578-2020

滋賀県大津市下阪本1-1-1

湖西路会席（イメージ）湖西路会席（イメージ）

選べる3会席宿泊プラン
1泊2食 1室1名～

3/1～18、5/5

4/17～28

3/19～26、4/10～16

3/27～4/9、4/29～5/4

14,150円

15,150円

16,150円

18,150円

筍料理会席プラン春春

KKR 京都くに荘
鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

春の香りと味覚と食感を存分にお愉しみください

平日
～5/5／土・休
前日は1名様
プラス2,000
円／客室定員
利用

京都府
京　都 075-222-0092

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

料理（イメージ）料理（イメージ）

国内産筍をふんだんに取り入れ、この時期
ならではの京料理に仕立てました！

1泊2食 平日

1室2名～ 11,650円 14,150円

春の坊ちゃんプラン

KKR 道後ゆづき
名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

当館一番人気の和会席料理をご用意します

塩梅鍋、牛ヒレステーキなど11品
～4/27 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円／和室10畳または洋室ツ
イン(2名利用時)／ 1名様プラス
3,000円で和洋特別室利用可

土・休前日

愛媛県
松山・道後温泉 089-941-2934

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円 7,400円

2食付でお気軽宿泊！ 選べる夕食プラン

KKR ホテル広島
広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プランです

～4/30／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／ BT付客
室／ BT無客室は1名様500円引/1名
様プラス1,000円でエグゼグティブツ
インに変更可／3日前までの要予約

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

土・休前日

料理（イメージ）

広島県

広　島
082-221-3736

広島県広島市中区東白島町19-65

春の味覚

豪華！ふぐ料理

15,500円 16,500円

員
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提

1泊2食 平日

1室2名～ 15,500円 16,500円

かにシーズン限定かにづくしプラン

KKR 城崎 玄武 
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

ずわい蟹の本場でリーズナブル＆豪快にかに料理を堪能

～4/3／1室1名様利用はプラス1,000円（平日の
み利用可）／T付客室利用は1名様プラス1,000円

土・休前日

兵庫県
城崎温泉 0796-32-2631

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

料理（イメージ）料理（イメージ）
甘味たっぷりのかに身に自慢の特製ダシがよく
合うかにすき鍋をはじめ、かに刺し、焼きがにと、
かにをたっぷり味わっていただきます
★かにすきの後は旨味たっぷりのかに雑炊

料理（イメージ）料理（イメージ）

16,800円 18,800円

す
。

●
お
子
様
料
金
は
小
学
生

1泊2食 平日

1室1名～ 16,800円 18,800円

ふくを極める！ ふくコースプラン

KKR 山口 あさくら
良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

伊藤博文が愛した「河豚料理」 本場山口で極味のふくコースを食す!!

ふく刺・ふくちり・ふく唐揚げ・鉄皮・
三種盛り・ふく雑炊・ふくひれ酒の
河豚フルコース
～3/31（3/19・20は特別料金）／
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日前まで要予約

土・休前日

山口県
湯田温泉 083-922-3268

山口県山口市神田町2-18

料理（イメージ）料理（イメージ）

瑠璃光寺五重塔（イメージ）瑠璃光寺五重塔（イメージ）

●三井寺・琵琶湖疏水ライトアップ
（4/2～13予定）
●桜の名所100選「海津大崎桜クル
ーズ」大人2,880円（4/1～20）
※琵琶湖汽船㈱が実施するもので手配・
媒介・取次ぎをするものではありません

木屋町通りの桜並木
花の見頃になるとボンボリが灯され夜桜を
観ながらの散歩に最適（徒歩15分）

広島のお花見スポット
●広島城址公園（徒歩5分）　●平和記念公園（市電20分）
●宮島（JR＋フェリー 50分）

くに荘近隣　桜の名所
●鴨川堤（すぐ目の前）　●京都御苑（徒歩3分）
●平安神宮（徒歩20分）

2016.3

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-sifukukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-harutakeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/shirasaki-kanidukushiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/yamaguchi-fukucourse.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-bochanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/201601-hakata-fukufukuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/hakata-ichiro.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160301-kumamotojoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a6a196e9630823069304d005d0020005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ec30b954c18cea005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


