
ちょっぴり　 贅沢
お宿で 　街で　温

泉で

プチな旅

●KKRホテルズ&リゾーツは組合員様の保養施設です。
●掲載料金は、特別な表記がない限り組合員様のお一人様あたりの料金です。チェックイン時に組合員証等の提示をお願いします。

●発行 : 国家公務員共済組合連合会宿泊事業部／平成28年「旬な宿」春号



和昼食付
焼肉食べ放題付

ラフティング
カヌー

●いちご狩り

●アウトドア体験

★昼食／コーヒー
＆ケーキ／
いちご狩りを
含む

●摩周湖（車40分）　●硫黄山（車3分）
●屈斜路湖（車15分）

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　

●さっぽろライラックまつり：大通公園・川下公園（5月中旬～下旬）
●YOSAKOIソーラン祭り：大通公園他、市内各所（6/8～12）
●北海道神宮例祭(札幌まつり)：北海道神宮・中島公園（6/14～16）

5,800円
7,200円

5,000円4/1～4/28

4/29～6/3

6/4～6/30

1泊朝食付 平日 1室2名

7,200円
8,600円

5,600円
1室1名

4/1～6/30 ／土・休前日利用は1名様プラ
ス2,000円／ 1室3名様利用は割引あり／
お子様(小学校3年生まで)の添い寝は無料

2階レストランでのご朝食

北海道札幌市中央区北四条西5-1
KKR ホテル 札幌

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付
011-231-6711

カジュアルプラン
北海道
札幌

アクセス抜群の当ホテルでの宿泊と朝食の
シンプルなプランを組合員特別価格で!!

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

7,830円
6,830円

8,830円
7,330円

平日 土・休前日1泊2食 1室2名～

4/1～5/31

6/1～6/30

4/1～6/30（4/29～5/7除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円

JR川湯温泉駅 無料送迎（要予約）

北海道ならではの食材を使用した
季節の会席料理

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR かわゆ
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付

とれたてご馳走プラン北海道の

北海道
川湯温泉

海の幸・山の幸と北の名湯でリラックス

■お1人様あたりの組合員料金

食事

送迎

条件

北海道函館市湯川町2-8-14
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付

函館満喫得々プラン
北海道

函館･湯の川温泉
3月26日に待望の【北海道新幹線】が開業！

10,850円
9,350円平日

土曜日と
4/29～5/7

1泊２食 1室2・3名
一番人気！岩魚塩焼き付
会席に舌鼓

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 水上 水明荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付

岩魚塩焼付サ－ビスプランワンランク
アップ

群馬県
水上温泉

天然温泉100％かけ流し＆新緑に包まれた心安まる一軒宿

■お1人様あたりの組合員料金 食事

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

送迎

4/1～6/30 ／ 1室1名様利用は
プラス2,000円

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

北海道庁旧本庁舎
（イメージ）

北海道庁旧本庁舎
（イメージ）

硫黄山・つつじが原（イメージ）硫黄山・つつじが原（イメージ）

015-483-2643

0138-57-8484

0278-72-2345

7,700円
9,200円平日

日・祝日

1泊朝食付 1室2・3名

朝食は和洋バイキング
（AM6:30～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

駐車場無料
（6:00～翌22:00）

東京都千代田区大手町1-4-1
KKR ホテル 東京

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付

★組合員様とご家族限定★ファミリープラン
東京都
竹橋

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♪

■お1人様あたりの組合員料金

食事

～6/30（土・休前日を除く）／ 1室2名様利用はお1人様プラス1,500円
で皇居側のデラックスツイン／ 1室3名様利用は皇居側のデラックスツ
イン／ 2名様以上のご家族限定（小学生以下で添い寝のお子様無料）／
1日限定20室

条件

東京駅（イメージ）東京駅（イメージ）

03-3287-2921

9,500円
10,000円

9,000円4/1～27

5/6～31

6/1～30

1泊2食 平日 1室1・2名

4/1～6/30（4/28～5/5
除く）／土・休前日利用はプ
ラス1,000円（4月・5月）プ
ラス1,500円（6月）／ 1室
3名様以上利用でお1人様
500円引

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♪

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

蔵王大露天風呂
4月下旬オープン
（割引券あり 470円→300円）

山形県山形市蔵王温泉904-8 
KKR 蔵王 白銀荘

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付

残雪の蔵王プラン
山形県
蔵王温泉

スキーシーズン滑り足りなかった方、ぜひ蔵王へどうぞ

蔵王大露天風呂（イメージ）蔵王大露天風呂（イメージ）

023-694-9187

8,600円
7,300円4/1～5/31

6/1～6/30

1泊2食 1室2名～ 平日

4/1～6/30（4/28～5/7除く）
／土・休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／ 1室1名様利用は
プラス1,000円／トイレ付客室

会席風和食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

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

蔵王温泉スキー場は
ゴールデンウイークまで滑走可能！
●リフト1日券 3,000円（ファイナルシーズン割引）

ンンンンン
が開業！

特典

早 春

2,200円
3,100円

6,100円
5,100円

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/kawayu-toretategotisouplan.html
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/2016/03/20160317-zaouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-iwasakanaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-familyplan.html


料理（イメージ）料理（イメージ）

東京都目黒区東山1-27-15

●八幡宮・建長寺の桜・報国寺
　の竹の庭
●長谷寺・明月院の紫陽花は
　特におすすめ!!

特典

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（14:30～18:00）

送迎

東京都　中目黒

KKR ホテル中目黒

シングル・ツインルームプラン
改装まもない当ホテルで快適にお過ごしください

6,600円
7,100円1室1名

（シングルルーム）
1室2名

（ツインルーム）

1泊サービス朝食付 全日
■お1人様あたりの組合員料金 朝食は和食ビュッフェを

無料提供
食事

～7/31条件

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

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

神奈川県　鎌倉 　

KKR 鎌倉 わかみや

春の鎌倉スペシャルプラン
小学生以上インドアプール利用券プレゼント

11,800円
14,500円4/1～6/30

の平日
7/1～7/25
の平日

15,300円土・休前日

1泊2食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

神奈川県　横浜

KKR ポートヒル横浜

横浜のイルミネーション満喫 記念日プラン
客室から港の見える丘公園、横浜ベイブリッジが一望

14,500円
13,500円平日

土・休前日

1泊2食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

●鮮魚のカルパッチョ
●真鯛のポワレ
●牛フィレ肉のグリエ
●旬の果実とプチフ
ルール…など♪

朝食時にモーニングコーヒーをサービス

食事

4/1～6/30／4/29～5/8利用は平日14,500円、
土・休前日15,500円／海側BT付和室／洋室利
用は要問合せ／ 3日前まで要予約

条件

わかみや自慢の月替り会席料理
（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
のしゃぶしゃぶ/黒毛和牛のすき焼き/黒毛和
牛のステーキ/信玄どり八丁すき焼き）全12品
に変更可

食事

特典 当館プール利用券2日間付（小学生以上)
ジャグジー・サウナ付の明るい温水プールです

4/1～7/25
（鎌倉花火大会日を除く）

条件

夜景（イメージ）夜景（イメージ）

神奈川
県　湘南･逗子海岸

豪快舟盛会席プラン
調理長厳選素材の舟盛りが付いた大人気プラン ！

9,980円
7,980円平日

土・休前日

1泊2食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

舟盛りの他に焼き物や揚げ物、
煮物（酢の物）、さざえの直火焼
きや鯵のたたき、にぎりなど盛
りだくさん♪

食事

4/10～6/30（4/29～5/4、花火大会を除く）／ 1室1名様利用はプラス1,100円条件

舟盛（イメージ）舟盛（イメージ）

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
03-3713-8131

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室BT付
045-621-9684

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室BT付
0467-25-4321

神奈川県逗子市新宿3-2-26
KKR 逗子 松汀園

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室BTなし
046-871-2042

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

神奈川県
　箱根・木賀温泉

KKR 宮の下

木賀会席プラン
徳川将軍家献上湯の木賀温泉

源泉掛け流しの露天風呂で日頃の疲れを癒してください

チェックイン／15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

0460-87-2350

●大道芸：野毛・みなとみらい・伊勢佐木町（4月下旬）　●よこはま花と緑のスプ
リングフェア：山下公園・横浜公園（4月中旬～5月上旬）　●ヨコハマパレード：山
下公園・周辺（5/3）　●アイスクリーム発祥イベント：馬車道（5月上旬）　●開港
記念バザー：横浜公園（5月下旬～6月上旬）　●横濱開港祭：赤レンガ・臨港パー
クなど（6月）　●八景島あじさい祭り：八景島（6月）

プール（イメージ）プール（イメージ）

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

神奈川
県　湘南･片瀬海岸

KKR 江ノ島 ニュー向洋

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン
休日は、家族揃って遊びに行こう ！

12,800円

6,250円

10,800円平日

土・休前日

お子様（3歳から） 全日

6,750円お子様（小学生）　全日

1泊2食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

夕食は会席料理（小学生のお子さまは
お料理が選べます）

食事

特典 ●車、荷物等朝から預かり可
●食前酒サービス
4/1～6/30 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円／ 8畳T付和室／ BT付
客室は大人1名様プラス1,500円／ T無客室は大人1名様1,000円引

条件

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付
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）

松汀園名物！

1名様プラス2,000円で「金目鯛姿煮プ
ラン」または「鮨会席プラン」に変更可6,800円

湘南お得散策プラン
1泊2食 1室2名～

平日

9,500円土・日
※詳細は施設にお問い合わせください

4/1～
 6/30

※新江ノ島水族館チケット：大人2,100円、小中
学生1,000円、幼児3歳以上600円相当付

12,150円
10,650円平日

土・休前日

1泊2食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

夕食は、山海の味覚を存分に
味わえる季節の創作会席料理

食事

4/1～6/30（4/29～5/4除く）条件

●神秘的な幻の花「ヒマラヤの青い
ケシ」箱根湿生花園（5月上旬から6月
上旬）
●ＫＫＲ宮の下敷地内の天然源氏ホタ
ル（5月下旬から6月中旬）
※天然源氏ホタルは、自然環境の変化、気象
状況等によって見られない場合もあります

★全室大型液晶テレ
ビ＆

　スボンプレッサー設置（
CS5チャンネル視聴無料

）

★館内男女別大浴場『
なかめの湯』オープン

★WiFi-LAN完備　★
食堂メゾネット化

★全室大型液晶テレ
ビ＆

　スボンプレッサー設置（
CS5チャンネル視聴無料

）

★館内男女別大浴場『
なかめの湯』オープン

★WiFi-LAN完備　★
食堂メゾネット化

※客室は全室禁煙となり
ました（本館1階～3階に喫

煙スペースあり）

※客室は全室禁煙となり
ました（本館1階～3階に喫

煙スペースあり）

1名様プラス2,000円で贅沢グルメ1品、プラス4,000円で2品の追加料理もおすすめ
※①～④から選択／1品2名様以上／1グループ3種類まで／3日前まで要予約
①葉山牛サーロイン陶板焼き　②絶品あわび
③葉山牛しゃぶしゃぶ　④あわび＆海鮮しゃぶしゃぶ

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-stroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kinenbiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-funamorikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kamakuraplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/enoshima-aquaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kigakaisekiplan.html


乗り物で上がってからトレッキングで
きる車山と北八ヶ岳は新緑ガールに
おすすめ！五感で山の魅力を感じてく
ださい

館内
リニューアル
しました

静岡県
伊豆・熱海温泉

静岡県熱海市春日町7-39 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテル 熱海
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
0557-85-2000

●伊豆の国パノラマパーク（車5分）
●韮山反射炉（車10分）　●修善寺虹の郷（車20分）

旬の和食会席プラン月替り！

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）

送迎

15,800円
12,800円平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～

4/1～6/30（4/29～5/4除く) ／
和室またはツイン／ 1室4名様以
上利用はお1人様1,000円引

月替りの和食会席全8品

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

露天風呂
（イメージ）
露天風呂

（イメージ）

自家源泉かけ流しの露天風呂と
旬の幸・海の幸を満喫♪

新潟県
池の平温泉

新潟県妙高市関川2275 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 妙高高原 白樺荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付
0255-86-2113

春は夜桜・水芭蕉、四季折々の花咲く高原へ！春は夜桜・水芭蕉、四季折々の花咲く高原へ！

静岡県
沼津

静岡県沼津市志下192 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 沼津 はまゆう
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室BT付
055-931-0592

豪華食材を一度に味わえる♪

静岡県
伊豆長岡温泉

静岡県伊豆の国市古奈82 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 伊豆長岡 千歳荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
055-948-0010

桜海老のお刺身と釜飯付プラン

豚しゃぶ＆季節の釜めしプラン金目鯛姿煮＆鮑付創作会席料理プラン

10,900円
9,900円平日

土・休前日

1泊２食 1室1名～

4/1～6/30（4/29～5/4除く）

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

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

桜海老の釜飯（イメージ）桜海老の釜飯（イメージ）

透き通るような桜色！ 春の香りの会席です

長野県
上諏訪温泉

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 諏訪湖荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付
0266-58-1259

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

4/1～7/13（4/1～3・7～10、4/29
～5/4・13～15は別料金）／土・休前
日利用は1名様プラス2,000円／ 1
室1名様利用はプラス500円／トイレ
付客室利用は1名様プラス1,000円

長野県産牛の食べ放題をメインに
した和風会席コース

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

車山高原（イメージ）

ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

新緑を満喫しよう新緑を満喫しよう
でで

山ガールデビュー山ガールデビュー

新潟県
越後湯沢温泉

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 湯沢 ゆきぐに
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
025-784-3424

ソフトドリンク飲み放題付

特典 ●貸切温泉家族風呂無料
●卓球台使用料無料

沼津御用邸記念公園　割引券有
《春から初夏の御用邸花暦》●花桃（3月下旬～4月下旬）
●藤（4月中旬～5月上旬）●あじさい（6月上旬～下旬）

JR沼津駅南口 無料送迎 
迎え16:00（要予約）

送迎

16,150円
13,650円平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～

4/1～6/30（4/29
～5/4除く）／ 1室
1名様利用はプラ
ス1,000円（平日の
み利用可）

一人に1匹金目鯛姿煮＆
一人に1個鮑付の月替
わり創作会席料理
※鮑はお造りか踊り焼きを
お選びください

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件
料理（イメージ）料理（イメージ）

8,200円7,200円
平日 土・休前日1泊２食

1室1名～

4/1～7/15（4/29・30、5/3・4除く）／
BT付客室は1室プラス3,000円～／
1日10名様限定

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

■お1人様あたりの組合員料金

9,800円10,300円
4/1～4/30 5/1～7/131泊2食 平日

1室2名～

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件 高田城夜桜（イメージ）高田城夜桜（イメージ）

JR越後湯沢駅 無料送迎（要予約）送迎

10,800円
9,800円平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～

4/1～6/30（5/3・4除く）／和室T付12畳

お肉・お野菜たっぷり！
「豚しゃぶしゃぶ鍋」を釜
めしとともにご用意

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

7,000円お子様（小学生まで）全日

高田城 百万人 観桜会
夜桜ライナー

4/8
～17
シャトルバス

※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

ミニヘルシー美食膳プラン

※詳しくは施設にお問い合わせください※前日までの予約制

8,500円～
9,500円～

平日
土・休前日

4/1～
6/30 1泊2食

長野県産

7,000円お子様（小学生まで）全日

2,000円大人 1,000円子供

海岸の遊歩道を
のんびり歩いて15分

※詳しくは施設にお問い合わせください
ペットも一緒にお部屋で過ごせます

本館1階の2室は
ペット同室専用ルーム

※車山展望リフト・北八ヶ岳ロープウェイ
（4月下旬より夏期運行開始）

お花見・散策プランお花見・散策プラン

料送迎（要予約）
4除く）／和室T

鍋」を釜
意 料理（イ料理料理（イ（イ

T付12畳

）イメージ）メイメージ））ジ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-wasyokukaisekipklan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-sakuraebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kinmedaiawabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-kamameshiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-ohanamiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160225-gyutabehoudaiplan.html


山梨県甲府市塩部3-6-10 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 甲府ニュー芙蓉
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付
055-252-1327

山梨県
甲府
四季彩膳プラン
甲府の四季を感じる贅沢なご夕食が魅力

平湯温泉バスターミナル 無料送迎（要予約）送迎

JR下呂駅　無料送迎 (要予約)送迎

JR・近鉄鳥羽駅　無料送迎 （要予約）
迎え15:40、16:40　送り9:30

送迎

15,800円
14,800円平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～
■お1人様あたりの組合員料金

11,100円
9,800円4月

5月・6月

1泊２食 平日 1室1名～
■お1人様あたりの組合員料金

10,500円9,950円
平日 土・休前日1泊２食

1室2名～

4/1～6/30 ／ 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

黒毛和牛と新鮮な野菜とのコラボが
味わえる甲州牛会席料理

■お1人様あたりの組合員料金

8,700円7,700円
平日 土・休前日1泊朝食付

1室2名

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

特典 ●兼六園入園券（310円相当）
　プレゼント
●24時間滞在（14時チェックイン・
　翌14時チェックアウト）

日本三名泉　下呂温泉
美肌の湯ともいわれ、チェックイン
から翌朝9時まで入浴ＯＫ！

ラベンダー（イメージ）ラベンダー（イメージ）

●山梨県最大のお祭り「信玄公祭り」
　甲州軍団の出陣は4/9
●4月の甲府盆地は桜と桃の花の
　桃源郷となります
●ボタン祭り
　（市川三郷町・車60分）4/24～
●あやめ祭り
　（南アルプス市・車40分）5月中旬
●ラベンダー祭り（河口湖・車60分）

6,500円お子様（小学生まで）全日

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 平湯 たから荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
0578-89-2626

岐阜県
平湯温泉

飛騨牛ステーキプラン
肉の最高峰A5飛騨牛150g付の特選プラン

4/1～6/30 ／ 1室1名様利用はプラ
ス2,000円（平日のみ利用可）／ 1名
様プラス1,000円で特別和室でお部
屋食に変更可

ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶの
3種から予約時に選べる飛騨牛メ
インのコース

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

●新穂高ロープウェイ（通年営業）
●上高地　4/20（予定）～11/15
●乗鞍　5月中旬～10月末日

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
KKR ホテル 名古屋

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付
052-201-3326

愛知県
名古屋 名古屋散策プラン

四季を通して見どころいっぱいの名古屋城まで徒歩5分

11,200円10,200円
平日 土・休前日1泊２食

1室1名～

4/1～6/30 ／通常大人500円相当の
名古屋城観覧券付

●愛知みかわ牛すきやき膳（4月まで）
●四季を感じる旬御膳（5月から）

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

すきやき膳（イメージ）すきやき膳（イメージ）

名古屋城（イメージ）名古屋城（イメージ）

名古屋城のみどころ
●2013年5月「玄関・
　表上院」復元公開
●今年6月「対面所・
　下御膳所」復元公開

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル 金沢 076-264-3261

石川県
金沢 24時間滞在満喫金沢プラン

時間たっぷり♪当館を拠点に金沢散策ラクラク

4/1～6/30 ／禁煙ツインルーム
（23㎡）

朝食はお堀の見えるレストランで
ゆったり和洋のビュッフェ

食事

条件

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

朝食会場（イメージ）朝食会場（イメージ）

上高地（イメージ）上高地（イメージ）

●金沢城公園（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）

岐阜県下呂市森1209 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 下呂 しらさぎ
チェックイン／ 14:00 チェックアウト／ 10:00 全室T付
0576-25-5505

岐阜県
下呂温泉

巧味会席プラン
飛騨の和会席と日本三名泉
下呂温泉でごゆっくりお寛ぎください

4/1～6/30（4/29～5/4除く）／土・
休前日利用は1名様プラス1,000円
／和室・シングル・ツイン利用／リビ
ング付ベッドルームは別料金

4月献立：桜鯛のしゃぶしゃぶ、飛騨
牛うぐいす焼き、カレイと筍の炊合
せ、蛸の酢の物に水物（全7品）
※5月からは献立が変わります

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

三重県鳥羽市安楽島町1075 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鳥羽 いそぶえ荘
チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00 客室一部BT付
0599-25-3226

三重県
鳥羽 伊勢志摩サミット開催記念

松阪牛と伊勢海老・得々プラン
三重県が誇る「2大ブランド食材」を堪能できるグルメプランです

13,350円11,850円
平日 土・休前日1泊２食

1室2名～

4/1～6/30／ 6畳BT無客室
利用／ T付8畳利用は1名様
プラス1,000円、BT付10畳利
用は1名様プラス2,000円（い
ずれも小・中学生は追加料金
不要）

●伊勢海老のお造り（お2人で1尾）
●松阪牛の陶板焼き
●鯛の焚き込み茶づけ、など

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

●伊勢神宮　～一年に一度はお伊勢参り～
●鳥羽三女神めぐり
　「伊射波神社」「神明神社」「彦瀧神社」　
●鳥羽水族館：日本一の飼育数　　　　
●賢島エスパーニャクルーズ
　（伊勢志摩サミット開催地）

6,000円お子様（小学生まで）全日

兼六園入園券付

特選

飛騨牛うぐいす焼き（イメージ）飛騨牛うぐいす焼き（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付
うれしいうれしい
無料送迎付

特典 ●アーリーチェックイン13時（通常15時）
●1室2名以上の場合は名古屋城側のお部屋をご用意
●ワンドリンク無料券進呈（夕食時のみ利用可）

76-264-3261

ださい

チェックイン／15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付

富士御膳プラン
8,950円平日

土・休前日

１泊
２食

9,500円 6/30
まで※詳細は施設にお問い合わせください

４月
※土・休前日はプラス1,000円
※詳細は施設にお問い合わせください

6,600円 ５月・６月6,700円
平日・1泊朝食付

さわやか朝食付プラン 6/30まで

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-sikisaizenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-24-kenrokuenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-hidagyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-koumikaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-nagoyasansakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-matuzakaiseebiplan.html


平成26年12月2日に誕生した双子のパンダに会
えるよ♪その他お母さんパンダお父さんパンダ
を見たり、迫力あるイルカショーーやアシカショ
ーを見たり、身近に動物とふれあえますアドベンチャーワ

ールド
アドベンチャーワ

ールド
車10分

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

京都
京都府

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 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 京都 くに荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
075-222-0092

●京都御所（徒歩約3分）
●下鴨神社（バス約8分、車約5分、
　徒歩約20分）
●平安神宮（電車orバス約15分、
　車約8分、徒歩約20分）
●二条城（電車orバス約20分、
　車約10分、徒歩約35分）

16,150円
15,150円
14,150円

18,150円
平日1泊2食 1室1名～

3/27～4/9、
4/29～5/4、5/14

3/19～26、
4/10～16、5/8～31

4/17～28、5/7

5/5・6

3/19～5/31（土・休前日利用は1名様
プラス2,000円）／客室定員利用

選べる5種類の会席料理
●春筍料理（5/5まで）　
●桜鯛と春野菜色々　
●花篭料理　●くに荘和牛会席
●京会席『清滝』

春・四季彩春・四季彩春・四季彩春・四季季彩彩春・四季彩会席宿泊プラン
温泉大浴場と選べる京料理がうれしい！

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

花篭料理（イメージ）花篭料理（イメージ）

梅田
大阪府

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル 梅田

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
06-6362-6800

8,800円
6,800円
1室2名（ツイン）1泊朝食付

平日

土・休前日 8,500円
6,500円

1室2名1泊朝食付

平日

土・休前日と
4/1～9

1階『タリーズコーヒー』にて
「ホットドッグ」or「パンケーキ」の
プレート朝食（7:00～11:00）

タリーズタリーズタリーズタリーズズタリーズ朝食付プラン
大阪観光だけでなく、京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

■お1人様あたりの組合員料金 ■お1人様あたりの組合員料金

食事

●あべのハルカス（電車含約30分）
●なんばグランド花月（電車含約20分）
●USJ・海遊館（電車含約30分）

4/10～6/30（4/29～5/4除
く）／ 1日限定3室／素泊まりは
1名様800円引

条件

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

奈良
奈良県

奈良県奈良市高畑大道町1224
KKR 奈良 みかさ荘

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BTなし
0742-22-5582

●奈良公園（徒歩5分）　●東大寺（徒歩5分）
●春日大社（徒歩5分）

14,300円

15,300円

13,300円
1室2名～1泊2食

平日

特定日除く土・休前日と
4/1～10、4/28～5/1

特定日
（4/2、4/9、5/2～4）

～5/31 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円

夕食は、料理長おすすめ春の季節会席
朝食は、大和名物「茶がゆ」
（白ごはんにも変更可）

四季会席四季会席四季会席四季季会会席会席席四季会席 吉野会席プラン春
日本庭園を眺めながら春限定のメニューをご堪能ください

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

琵琶湖
滋賀県

滋賀県大津市下阪本1-1-1 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテルびわこ
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
077-578-2020

13,750円
平日1泊2食

1室2名～

4/23～27、5/8～6/30（4/1～
22、4/28～5/6利用の料金はお
問合せください）／土・休前日は1
名様プラス3,000円～4,000円／
5/13・20・27、6/3・10・17・24は
上記料金に1名様プラス1,000円
／客室定員利用

日本三大銘柄牛である近江牛を
使った料理4品を含む会席コース
大人4名様以上で和室ご利用の
場合、鯛の薄造りサービス
JR唐崎駅無料送迎　駅到着時に
お電話ください

★ホテル人気No.1★★ホテル人気No.1★★ホテル人気No.1★★ホホテテルル人気ル人人気気NNo.1Noo..11★★★ホテル人気No.1★近江牛会席プラン
近江牛あぶり寿司は一度食べたらやみつきになります!!

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

森之宮
大阪府

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
KKR ホテル大阪

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
06-6941-1122

●大阪城公園はホテルの目の前
●道頓堀、法善寺、なんばの街（電車20分）
●あべのハルカス、通天閣、新世界（電車30分）
●USJ、海遊館（電車30分）

4/1～6/30 ／ 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）

大阪城を一望できる12階の
レストランで和洋バイキング

朝食付プラン
大阪城を一望できる12Fのレストランで
さわやかな気分でおいしい朝食を！

食事

条件

白浜温泉
和歌山県

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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
0739-42-3383

14,800円
13,800円

1室2名～1泊2食

平日

土・休前日

アドベンチャーワールドアドベンチャーワールドアドベンチャーワールドアドドベベンチャベンンチチャャーーワールドーワワーールルドドアドベンチャーワールドチケット付プラン
ジャイアントバンダに会いに行こう！

■お1人様あたりの組合員料金

料理長おススメ会席料理食事

～4/28 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円／トイレ無客室利用は
大人1名様1,000円引

条件

特典

送迎

奈良公園の鹿
（イメージ）
奈良公園の鹿
（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）
（イメージ）（イメージ）

JR大阪駅から
徒歩8分！

パンケーキプレート（イメージ）パンケーキプレート（イメージ）

元気の素

平日
土・休前日

9,400円
11,400円

1泊2食付プラン4/10～
5/31

※詳細は施設にお問い合わせください

※アドベンチャーワールドチケット料金
　（大人4,100円相当）を含む

1室2名

8,800円お子様（小学生）全日 （お子様定食）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kaisekisyukuhakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-cyosyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-chosyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-yoshinokaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-.html


1泊朝食付プランあり  
※詳しくは施設まで※詳しくは施設まで

兵庫県兵庫県

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 城崎 玄武
チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 客室一部T付

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

0796-32-2631

春のお得プラン
外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

●城崎マリンワールド（車約10分）　
●山陰海岸ジオパーク認定・玄武洞
　公園（車約10分）
●コウノトリの郷公園（車約20分）
●城下町・出石（車約40分）
●天空の城・竹田城跡（車約60分）

9,900円8,900円1室2名～

1泊2食 平日 土・休前日

4/1～6/30（5/3・4除く）／ 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

地元でとれた海の幸を使ったお料理

7つの外湯めぐり入浴券プレゼント

前日午前中までのお電話で夕食変更可
●但馬牛しゃぶしゃぶ会席：お1人様プラス
　2,000円（2人前より）
●焼きがに会席：お1人様プラス3,000円

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

特典

竹田城跡（イメージ）竹田城跡（イメージ）

福岡県福岡県

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
KKR ホテル 博多

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
092-521-1361

菊池和牛のステーキごはんと春野菜の会席
ビジネスや観光にもご利用出来るリーズナブルなプラン

12,000円
9,900円
1室1～3名1泊2食

平日

土・休前日

●天神（車5分）　●中洲（車10分）
●キャナルシティ博多（車10分）

4/1～5/31（5/2～4除く）／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／ 2日前まで要予約

上質な霜降りの「菊池和牛」と
「菊池のお米」のステーキごは
んを春野菜とともに会席料理
に仕上げました
駐車場料金無料
（通常1泊1,000円）

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

特典 料理（イメージ）料理（イメージ）

山口県山口県

山口県山口市神田町2-18
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 山口 あさくら 083-922-3268

長州やまぐちまるごとたべんさいプラン長州やまぐちまるごとたべんさいプラン
山口名物のお肉・お魚をたっぷり取り入れた
ボリューム満点創作会席料理

●秋吉台自然動物公園サファリランド（車40分）
●海響館（車90分）　●角島・角島大橋（車90分）
山口県人気の観光スポット！橋から見えるエメラル
ドグリーンの海が魅力！

16,000円14,000円1室2名～

1泊2食 平日 土・休前日
■お1人様あたりの組合員料金

長州会席の逸品
●長州鶏柳川風鍋　●相並吉野煮と季
節野菜の焚き合せ　●国産牛ステーキ 
サラダ添え、他（全11品）
※6月から夏メニューに変更となります

食事

～6/30 ／連休、GWは別料金ですのでお
問い合わせください／ 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

条件

料理（イメージ）料理（イメージ）

広島県広島県
広島広島

広島県広島市中区東白島町19-65
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
082-221-3736

2食付でお気軽宿泊！ 選べる夕食プラン2食付でお気軽宿泊！ 選べる夕食プラン
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

●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）

7,400円6,900円1室2名～

1泊2食 平日 土・休前日

　　 4/1～6/30／ 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無の客室は1名様500円引／
1名様プラス1,000円でエグゼクティブ
ルームに変更可

　　 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種類から選択可

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件
料理（イメージ）料理（イメージ）

熊本県熊本県

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
KKR ホテル 熊本

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
096-355-0121

熊本城を望む朝食付プラン
繁華街まで徒歩7分♪　朝食会場からの景色も観光気分

熊本城まで徒歩5分
●熊本城・城彩苑お楽しみクーポン フロントにて販売（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販売
　（大人 1,000円　子供 500円）

7,800円6,800円1室1名～

1泊朝食付 平日 土・休前日

4/1～6/30 ／城側客室は1名様
プラス1,000円（ツイン・トリプル）

朝食の和洋バイキング（50種以上）
には、郷土料理や国際味覚審査機構
で三ツ星受賞「ASOミルク・飲むヨ
ーグルト」つき
駐車場利用料金無料
（通常1泊500円）

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件

特典

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

愛媛県愛媛県

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 道後 ゆづき
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
089-941-2934

海鮮しゃぶしゃぶプラン
おいしいお料理と奥道後の温泉をご堪能ください

●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）

13,650円
11,650円

1室2名～1泊2食

平日

土・休前日

4/1～6/30（4/29～5/5除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円

瀬戸内の旬の魚をしゃぶしゃぶの他、
たっぷり使用した会席料理（全9品）

■お1人様あたりの組合員料金

食事

条件 海鮮しゃぶしゃぶ（イメージ）海鮮しゃぶしゃぶ（イメージ）

道後温泉（イメージ）道後温泉（イメージ）

春春
松山・道後温泉松山・道後温泉

博多博多

湯田温泉湯田温泉

熊本熊本

城崎温泉城崎温泉

一路博多プラン
イチ ロ ハカ タ 1室1名～ ※5/2～4利用除く　※詳細は施設にお問い合わせください

平日6,200円 土・休前日8,300円

喫！

1泊
朝食付

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-harunootokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-tabensaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-kaisenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-haruyasaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2015/12/hakata-ichiro.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160317-kumamotojyoplan.html


ご優待カードを切り取り（コピー可）お気軽にご見学・ご相談にお越しください。

組合員価格から最大　  万円割引！ら最大大大 万円割円
（80名様以上）

組合員価格から最大20万円割引！

組合員の皆様へ

●くわしくは各施設のホームページをご覧ください

KKRブライダルホテルはこちらKKRブライダルホテルはこちら

kkr ホテルズ

●「平日」は日～金曜日を、「土・休前日」は土曜と祝日の前日を指します。
●送迎について：送迎は各施設に記載してある最寄駅への送迎のみを行います。観光地・農園などへの送迎は行えません。
●プランについて：交通機関（運送）をセットにしたプランはありません。
　観光タクシーなどは、オプションとしてご案内するもので手配・媒介・取次をするものではありません。
●お子様料金は小学生以下が対象となります。

ご予約が
スムーズになります

●組合員最優先宿泊日のご予約●
KKRホテルズ＆リゾーツのHP、各施設公式HP

または、直接お電話でご予約ください
※その他、施設ごとの組合員最優先宿泊日等については、

KKR ホテルズ＆リゾーツのHPをご覧ください

http://www.kkr.or.jp/hotel/package/
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160225-stroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/
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