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お子様（小学生まで）全日5,700円

小学生以下を含むご家族限定

第855号（4）　平成28年7月10日
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　　 記載の設定期間以外にも、多くのプランをご用意していますので、ご利用希望施設へお電話またはホームページをご覧ください条件 kkr ホテルズ

北海道の食材を吟味し季節に合わせた料理をご堪能

1泊2食 平日

1室2名～ 7,830円 8,830円

北海道の とれたてご馳走プラン 組合員様限定

KKR かわゆ
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

土・休前日

北海道
015-483-2643

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

料理（イメージ）料理（イメージ）

特典が付いた朝食付の特別プラン

KKR ホテル札幌
JR札幌駅より徒歩5分、旧道庁に隣接

北海道

札　幌
011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

川湯温泉

北海道庁旧本庁舎（イメージ）北海道庁旧本庁舎（イメージ）

1泊朝食付 平日

1室2名～ 8,000円 10,000円
土・休前日

●神秘の摩周湖（車20分）　●硫
黄山（車5分）　●大パノラマが広
がる天下の絶景美幌峠（車40分）
★白つつじフェスタ硫黄山自然探
勝路朝の散策（7/10まで）

季節の旬素材を使った会席料理

7/1～9/30／8/10～13利用は別料金につき
要問合せ／1室1名様利用はプラス1,000円／
1名様プラス1,500円で特別室に変更可

モーニングコーヒーサービス特典

夏の北海道はイベントたくさん
大通公園・狸小路・すすきのまでアクセス便利

朝食は道庁庭園が見える会場でバイキング

～9/30／1日限定10室

●客室グレードアップ
●駐車場無料（近隣自走式立体駐車場）
●女性へ専用アメニティ
●ミネラルウォーターサービス
●小学生未満のお子様添い寝・朝食は無料
●アーリーチェックイン 13:00（要予約）
●レイトチェックアウト 12:00（要予約）

特典

川湯温泉は湯治湯として知られる名湯

源泉100％かけ流し温泉
（硫黄泉）

1室2名 平日

定員様限定
付いた朝食付の特別の特別の特別プランプラン

KRKKRホテル札幌ホテル札幌
札幌駅より徒歩5分、旧道庁に隣接R札幌駅よ 徒歩 分、旧 庁に 接

010 1
海道札北海 札幌市

平日

8,000円 10,000円
土・休前日

道庁庭園が見える会場でバイキング
グ ド プ

北海道 旅プラン

9/30
まで

※詳しくは施設にお問い合わせください

カジュアルプラン1泊朝食付

7,200円 土・休前日9,200円

夏休みのご旅行にぴったり 北海道の味覚満載、ボリュームたっぷり

1泊2食 1室2名～

7/1～9、8/28～31 10,500円
7/10～8/27 11,000円
9/1～30 10,000円

夏の函館 ファミリープラン

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

平日

北海道
0138-57-8484
北海道函館市湯川町2-8-14

函館･湯の川温泉

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

厳選素材の日替わりメニュー
★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）
●お子様に函館限定アイスクリーム
プレゼント
●おもちゃ・本・絵本無料貸出し

特典

1泊2食 1室2名～

7/1～9、8/28～31 16,500円
7/10～8/27 17,000円
9/1～30 16,000円

部屋食 北海至福会席プラン
平日

摩周湖（イメージ）摩周湖（イメージ）

7/1～9/30／土・休
前日利用は1名様プ
ラス1,500円

鮮度抜群の毛蟹やお刺身をお部屋食で
夕食時に生ビール1杯orソフトドリンク
1本サービス

特典

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/kawayu-toretategotisouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-genteiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-hakodateplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-heyasyokuplan.html
http://www.hotelgp-sendai.com/
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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）

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

第855号

＋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

お値打ち！ 料理長おすすめ会席に舌鼓

1泊2食 平日

1室2名～ 9,350円 10,850円

鮎の塩焼き付
料理長おすすすすめ会席め会席に舌鼓に舌鼓

平日

350円 10,850円

付焼き付 夏の美食プラン

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％＆涼風に包まれた静かな一軒宿

土曜日と7/17、
7/24～8/26、9/18

群馬県
0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

カヌー（イメージ）カヌー（イメージ）

鮎の塩焼き
（イメージ）
鮎の塩焼き
（イメージ）

水上温泉

組合員様限定のお値打ちプランをご用意しました
●夕食は料理長おすすめ鮎の塩焼き付会席

～9/30／1室1名様利用はプラス2,000円

【和昼食付】
【焼肉食べ放題付】 

※詳細は施設にお問い合わせください

●ラフティング
（半日／
小学生から）

大人 6,100円
子供 4,700円

●カヌー（半日／ 4歳から）
大人 5,100円
子供 4,200円

●フルーツ狩り
大人・子供 2,200円
大人・子供 3,100円

8月31日までの期間限定
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 1室2・3名

平日 8,900円 9,800円
日・祝日 7,400円 7,800円

サマープランお部屋タイプお任せ

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

1室1名

東京都
03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

スカイツリー（イメージ）スカイツリー（イメージ）

改装まもない当ホテルで快適にお過ごしください

KKR ホテル中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

東京都

竹　橋 中目黒
03-3713-8131
東京都目黒区東山1-27-15

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

1泊サービス朝食付

全日

1室1名（シングルルーム）

7,100円
1室2名（ツインルーム）

6,600円

●皇居（徒歩2分）　●日本武道館
（徒歩15分）　●東京ドーム（車10
分）　●東京スカイツリー（電車20
分）　●東京ディズニーリゾート
（電車30分）

和洋バイキングのご朝食（6:30～9:00）
★4歳～12歳のお子様の朝食料金は700円
★3歳以下のお子様の朝食料金は無料

～8/31（土・休前日除く）／客室タイ
プ指定不可／1室2名様利用の場合
お1人様プラス1,500円で皇居側デ
ラックスツインへ変更可／1室3名様
利用は皇居側デラックスツイン／1日
限定20室

●駐車料金無料
（6:00～翌22:00）
●12歳以下のお子
様添寝無料

特典

●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）

朝食は和食ビュッフェを無料サービス

7/1～9/30

大人1名につきお子様1名様の添い寝は未就
学児童無料・小学生1,500円

特典

ファミリープラン

カジュアルフレンチコースと横浜の
夜景をご満喫ください！

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

神奈川県
045-621-9684

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

夏休みスペシャル 午前中から海へＧＯ！
チェックアウト後も夕方まで休憩室・駐車場・シャワー無料!!

KKR 逗子 松汀園
古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

神奈川県
湘南･
逗子海岸横　浜

046-871-2042
神奈川県逗子市新宿3-2-26

1泊2食 9/1・2・19・20・22・23平日

9,980円 10,980円
土・休前日と7/9～8/31（特定日を除く）

11,980円1室2名～

　　  名物の豪快舟盛りをはじめ海の幸がずらり～
選べるグルメを1品お選びください（1品2名様以上1グル
ープ3種まで） ●葉山牛しゃぶしゃぶ ●葉山牛サーロイン
陶板焼き ●あわび ●あわび海鮮しゃぶしゃぶ ●伊勢海老
（9月のみ） ★2品選べる「よくばりグルメ」もおすすめ（お1
人様プラス2,000円）

7/1～9/30／BT無和室／3日前まで要予約　　  ●お子様に夏休み限定・駄菓子引換券プレゼント
●アーリーチェックイン13時（要予約）　●7/1～9/4
は到着日午前9時からチェックアウト後16時まで休憩
室・駐車場・温水シャワーのご利用OK！（要予約）

思いっきり海水浴＆選べる贅沢グルメプラン

海まで２分！　駐車場・更衣室・温水シャワー無料
夏旅！オススメ！ お子様と一緒に最高の思い出を♪

1泊2食 平日

1室2名～ 11,800円 15,300円

お子様特典付お子様特典付 由比ガ浜ゴーゴービーチプラン

KKR 鎌倉 わかみや
湘南鎌倉の和風リゾートホテル

土・休前日と7/31～8/19

神奈川県
0467-25-4321

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

プール（イメージ）プール（イメージ）

片瀬海岸東浜（イメージ）片瀬海岸東浜（イメージ）

組合員様一番人気の宿泊プランです！

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

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

0466-23-7710
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

鎌　倉

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
★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
7/1～8/31（7/20 花火大会を除く）

標高880m 大自然を家族で楽しもう 評判の銘柄牛の味わいをご堪能

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

山形県
023-694-9187
山形県山形市蔵王温泉904-8

蔵王温泉

1泊2食

1室2名～ 1室2名～7,700円

高原リゾートプラン
平日

8,700円
土・休前日と

8/10～14、9/11

9,900円
平日

10,900円
土・休前日と

8/10～14、9/11

旬の地元食材を使った日替わり会席
★牛カルビ鉄板焼き（250g）に同料金で変更可
★蔵王名物生ラムジンギスカン（250g）は1名
様500円引

1泊2食

蔵王牛すきしゃぶプラン

7/1～9/30／1室1名様利用はプラス1,000円 
／T無客室は1名様1,000円引

●コインランドリー有
（有料）
●全室有線・無線
LAN利用可
●客室は全室禁煙
（喫煙所有）

牛鍋の他お造りや煮物等10品目以上の会席
料理　★蔵王牛鍋は、すき焼またはしゃぶしゃ
ぶからご選択（要予約2日前、2人前から、1グル
ープ同一メニュー）

お子様
（小学生まで）

1泊2食5,000円
★夕食はキッズステーキディナー
★花火セットプレゼント

1泊2食 平日

11,500円

丘の上のブルーライトプラン
1室2名（海側和室）

●地場産鮮魚のカルパッチョ　●牛フィレ肉の
グリエ　●フレッシュ果実とプチフルール 等

贅沢な和食コースをご堪能ください！

1泊2食 平日

13,500円

ハマの板長！おすすめプラン
1室2名（海側和室）

●夏野菜のさっぱりおひたし　●お造り5点
盛り　●季節の果実と冷菓　等

 平成28年２月リニューアル！平成28年２月リニューアル！

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

※特定日（7/16・17・23・30、8/6～15・20・27、9/17・18）利用
はお1人様12,980円

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

★未就学児童のお子様添い寝で宿泊料＆
　朝食サービス！
★小学生までのお子様添い寝で宿泊料＆
　朝食込で1,500円！

　　 7/1～9/30／土・休前日と7/16～8/8・
11・12・17～28利用は1名様プラス1,000円／
8/9・10・13～16利用は1名様プラス2,500円／
海側BT付和室／客室タイプ・ご利用人数により割
増・割引あり／3日前まで要予約

　　  朝食時にモーニングコーヒー
をサービス
特典

和食（イメージ）和食（イメージ）夜景（イメージ）夜景（イメージ）

逗子海岸海水浴場
（徒歩3分）

片瀬海岸東浜（徒歩5分）＆片瀬
海岸西浜（徒歩15分）　良心的
な海の家のご案内もできます

SUP（イメージ）SUP（イメージ）

大人 4,000円

小学生（大人同伴）
幼児（大人同伴）

3,000円
2,000円

（1名のみは4,320円）

　　  ●午前中から駐車場・更衣室・温水シャワー無料 ●チェックイン日からチェックアウト日までの
室内プール利用券付（小学生以上) ●小学生未満で添い寝のお子様は無料、さらに砂遊びセット＋花
火＋お子様アメニティプレゼント ●屋外で水遊びビニールプールご用意 ●キッズコーナー（幼児用
おもちゃご用意） ●卓球1時間300円

小学生以上
室内プール利用券プレ

ゼント小学生以上
室内プール利用券プレ

ゼント

1泊2食

★大人2,100円、小学生1,000円、幼児3歳以上
600円相当の水族館チケット付

平日 10,800円
土・休前日と
7/24～29 12,800円
7/30～8/20 15,300円 8,250円8,750円

6,250円6,750円

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン
1室2名～ お子様

（小学生）
お子様

（3歳から） 

1泊2食 全日

13,250円
お子様（小学生）

7,750円
お子様（3歳から）

6,750円1室2名～

江ノ島サマーバケーションプラン 車・荷物、朝から預かり可特典

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）

KKR紙特別価格

7/1～9/30／
T付和室8畳

7/30～8/20／T付和室8畳

7/21 ▼

8/31

組合員様限定

すき焼き（イメージ）すき焼き（イメージ）

特典

特典

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-kougenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-sukishabuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-natsunobisyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160418-summerplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160225-stroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160418-bluelightplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-itatyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-gurumeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-gogobeachplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-ticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-summervplan.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

 　　 7/16～8/31／土・
休前日利用は1名様プラス
1,000円／BT付客室利用
は1室あたり3,000円

　　　　　　　　　 トマトすくい、手持ち花火、
ガチャガチャ、かた抜き等の縁日開催

（6）

※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させていただきます　※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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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

静岡県
0557-85-2000
静岡県熱海市春日町7-39

伊豆・熱海温泉

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎送迎

1泊2食 1室2名～ 平日

7/1～31、9/1～30 13,350円
8/1～20 14,550円
8/21～31

お子様膳

お子様ランチ
お子様（小学生まで）

全日

13,550円
9,100円
7,900円

お
一
人

7/1 31、9/1 30 13,350円
8/1～20 14,550円

13550

ユネッサンパスポート付プラン

ユネッサン（イメージ）ユネッサン（イメージ）

プール（イメージ）プール（イメージ）

旬の食材を使用した創作会席料理

7/1～9/30（7/16・17・30、8/6～16、9/17・18
除く）／土・休前日利用は1名様プラス1,500円

1泊2食 1室2名～
ミニ会席＆
ハーフブッフェ
プチ美食会席＆
ハーフブッフェ

8,200円

食べ飲み放題プラン
7/16～8/31（グルメデー除く）

新潟県産牛を味わう
グルメデ－8/1～20 12,150円

10,500円

海も山も近い！しかもお得！
今回限りの特別キャンペーンでお子様無料

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

0255-86-2113
新潟県妙高市関川2275

7/24～8/31は諏訪湖で連日花火が上がる！

KKR 諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

0266-58-1259
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

1泊2食 1室2名～

9,800円
11,800円
13,800円

7/19～22・24～29、
8/25・26、8/28～9/2

7/16・17・23、7/30～8/5、
8/7・8・16～19・21～24・27

7/18、8/6、8/9～14・20

信越の食材・メニュ
ーのヘルシー和食
★ハーフブッフェは
枝豆・ポテトフラ
イ・唐揚げ等が食
べ放題
★お子様にはキッ
ズバイキング

すわっこ祭りバイキングプラン大人も子供も♪ ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付

日本酒（地酒）＆生ビール飲み放題付

1泊2食 平日

8/1～8/10

1室2名～

9,800円
12,800円

ぼくとわたしがピザ職人プラン

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

7/31、
8/11～17

8,800円7/25～30、
8/18～9/3

新潟県
025-784-3424

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

越後湯沢温泉

KKR 宮の下
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

神奈川県
0460-87-2350

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

箱根・木賀温泉

新潟県
池の平温泉

長野県
上諏訪温泉

  　　大人の方は調理長の
おまかせ御膳コース
★お子様が作ったピザを皆
で食べるピザ食べ放題ファ
ミリープラン
★日本酒・生ビール・ソフト
ドリンク飲み放題

7/25～9/3

　　  ●お子様に花火プレゼント
●お子様夕食時に『だ菓子バー』登場

※土・休前日利用は大人1名様プラス1,000円

同伴のお子様（高校生まで）全日無料 お子様（小学生まで）
全日7,000円

★ユネッサン＆森の湯パスポート付（通常大人4,100円、
こども2,100円）

1泊2食

下記以外

1室2名～

13,800円
お子様（小学生まで）

7,800円
7/23・30、
8/20・27 16,800円 8,800円

7/16・17・24・29、
8/6・7・9・21・26 18,300円 10,800円
8/5・8、

8/10～15・18 20,300円 11,800円

夏休みファミリープラン
夏だ！ 熱海だ！ プール無料！

1泊2食　1室2名～
平日平日

9/30
まで

※土・休前日利用は1名様プラス1,500円
※詳しくは施設にお問い合わせください

木賀会席プラン

10,650円~11,850円

8月16日『箱根大文字焼』は、
組合員優先予約日！
8月16日『箱根大文字焼』は、
組合員優先予約日！（料金要問合せ）

7/16～8/31

夕食は日本料理または中国料理から選べます
★どちらもカレー食べ放題♪

　　  ●プール泳ぎ放題（バスタオル有料レン
タル）　●かき氷食べ放題　●夏野菜カレー（甘
口）食べ放題　●キッズスペース遊び放題 熱海海上花火大会

7/24・29、8/5・8・18・21・26（20:20～20:50）雨天決行
★ホテル屋上から
よく見えます★

諏訪湖は毎日花火大会
ゆったり湖花日和
毎日開催（約15分間）8/15除く

（約3,000発）★諏訪湖まで徒歩1分★

熱海サンビーチ（徒歩10分）
7/9～8/28海水浴場開き

7/16～8/31
屋内温水プールOPE

N
ご宿泊者は無料

7/16～8/31
屋内温水プールOPE

N
ご宿泊者は無料

●湯沢高原アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで
徒歩約10分）
●レジャープールオーロラ
（車約20分）
●湯沢フィッシングパーク
（車約15分）

お車で60分圏内スポット
●なおえつ海水浴場・上越市立　水族館
（車50分）　●戸隠チビッ子忍者村（車45
分）　●信州上田大河ドラマ館（車60分）

※組合員のご家族に限る
　　  ●お子様に花火＆駄菓子
プレゼント　●ソフトドリンク滞
在中飲み放題　●生ビール・日
本酒・ワイン飲み放題（90分）
1,500円→1,000円

7/16～9/2（8/15除く）
／T付客室利用は1名様
プラス1,000円

●ステーキ・お寿司・お造りな
ど約40種類が90分食べ放題
●生ビール・信州ワイン・ソフ
トドリンクが飲み放題

お子様（小学生まで）全日7,000円

※詳しくは施設にお問い合わせください

5階フロアは
わんちゃん
同室専用客室

6階客室は新幹線
トレインビュー
6階客室は新幹線
トレインビュー

JR越後湯沢駅 無料送迎（要予約）送迎

ピザ（イメージ）ピザ（イメージ）

大好評につき、今年も登場！

1泊2食 平日

1室2名～ 8,850円 9,850円

キッズバイキングプラン

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

土・休前日

10,850円
8/6～15

静岡県
055-948-0010
静岡県伊豆の国市古奈82

三島スカイウォーク（イメージ）三島スカイウォーク（イメージ）

夏休み枝豆ポテト（イメージ）夏休み枝豆ポテト（イメージ）

料理
（イメージ）

料理
（イメージ）

7/16～8/31

旬な食材を使った会席料理（大人）
とキッズバイキング！

伊豆長岡温泉

お子様（小学生まで）全日6,000円
★3歳以下のお子様は添い寝無料（食事なし）

1泊2食 1室2名～7/16 ▼

9/18 ※詳しくは施設にお問い合わせください

金目鯛の煮付orあしたか牛ステーキお好みプラン
9,700円~11,700円

大人も楽しめる！

お子様が大好きな
メニューでご用意します！
大人メニューも
用意しています♪

●韮山反射炉（車10分）
●修善寺虹の郷（車20分）
●三島スカイウォーク（車30分）

貸切風呂もかけ流しの温泉！
さらに利用が無料！（要予約）

特典

沼津といえばやっぱり海の幸！

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

055-931-0592
静岡県沼津市志下192

7/23～8/31

会席料理と海鮮バイ
キング
★新鮮な海鮮類から
好きなものを選んで
オリジナル海鮮丼を
作ろう！

沼津海鮮バイキングプラン

静岡県
沼　津

※8/6～8/20は8/21～8/26料金に
お1人様プラス4,500円
★8/28～31は8/21～8/26料金
からお1人様1,000円引

1泊2食

8/21～26

1室2名～

11,850円
13,350円7/25～29、

8/27

14,350円7/23・24、
7/30～8/5

お子様（小学生まで）全日8,500円

1泊2食 1室2名～

※詳しくは施設にお問い合わせください

あしたか牛プラン

11,350円~16,350円
海水浴場まで
徒歩3分!
★海水浴と日帰り
温泉できます★
 1名様 2,000円

海が一番近い宿

JR沼津駅南口
無料送迎 迎え16:00（要予約）

送迎

海鮮バイキング（イメージ）海鮮バイキング（イメージ）

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り

1泊2食 1室2名～ 平日

7/1～31、9/1～30 13350円

ユネネッサンパパスポポートトトト付付プラン

KRKKR宮の下宮の下
根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉箱根 奥座 、箱根七湯の とつ 賀温泉

神奈川県神奈川県
357-23 00460-870460- 7

川県足柄下郡箱根町木賀101神奈川 足柄下郡 根町木賀 4川県足柄下郡箱根神奈川 足柄下郡 根

箱根・木賀温泉

「小涌園ユネッサン」の“ユネッサン”“森の湯”両方楽しめるパスポート付

お子様が大好きな

7/1 ▼

9/30

ハーフブッフェ
ソフトドリンク

おしゃれ
浴衣無料!
おしゃれ
浴衣無料!

7/24～
8/31
7/24～
8/31

7/18
開催
7/18
開催

特典

特典

特典

お問い合わせ多数!

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-yunessanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/miyanoshita-kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160614-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-kidsplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-okonomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-kaisenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-ashitakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-pizzaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160526-suwaplan.html


　　  7/13～8/31（7/22、8/6～14除
く）／海水浴は提携ホテル営業日のみ／
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（大人のみ）

平成28年7月10日　（7）
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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）

第855号

＋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

ご好評いただいております!!
KKRホテル金沢、自信の和会席を是非一度ご賞味くださいませ♪

1泊2食 平日
1室1名

（シングル）12,100円 13,100円
1室2名
（ツイン）11,600円 12,600円

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

土・休前日

石川県
076-264-3261
石川県金沢市大手町2-32

金　沢

金沢名物「治部煮」の入った宿泊者専用会席
●箸付　●前菜　●造り　●加賀料理『鴨治部』
●焼き物または揚げ物　●郷土料理『蓮蒸し』
●酢の物　●炊き立て五目釜飯、香の物・留椀
●デザート
※連泊の場合は2泊目創作和会席「花水季」でご用意

～9/30／1室3名様プランもご用意あり／
3日前まで要予約

和室、ツイン、シングル／リビング付ツインは別料金

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

0578-89-2626
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12 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

岐阜県
0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209

料理（イメージ）料理（イメージ）

●新穂高ロープウェイ　●上高地
●乗鞍スカイライン

名古屋城まで徒歩5分
対面所・下御膳所　復元一般公開　6/1～

●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）

兼六園入園券付（通常 大人310円)特典

1泊2食 1室2名～
平日

9/30
まで

※詳しくは施設にお問い合わせください

伊勢志摩プラン最得

8,500円
土・休前日10,000円

平日
1室2名～

9/30
まで

※詳しくは施設にお問い合わせください

さわやか朝食付プラン

6,700円
土・休前日
7,700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

052-201-3326
愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

プライベートビーチで海水浴or水族館二見シーパラダイスのチケット付

KKR 鳥羽 いそぶえ荘
鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

0599-25-3226
三重県鳥羽市安楽島町1075

1泊2食

お子様（小学生まで）

1室2名～ 10,000円 11,500円
6,500円 7,000円

平日 土・休前日

伊勢湾近海日本の祝い魚を
使用した海鮮会席料理
1家族に1セット手持ち花火
プレゼント

夏のファミリー＆カップルプラン

名古名古 知県愛知

名古屋城にとても近く、観光や散策におすすめ！

1泊2食

土・休前日と8/5～20

平日 10,400円
11,400円

1室2名～

夏の名古屋

ル
052-20152-2 1
県名古屋市中区名古屋市 区KRK Rホテル 名古屋ホテル 名古屋

古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル名古屋城を 近に む、くつろぎ シテ ホテ
0
知愛知

古屋城にとても近ても近く、観く、観光や散光 策にお策におすすすすすめすめ！

1泊2食

前日と8/5～20

平日平日 1010,400400円円
11,400円

1室2名～

の名古屋散策ファミリープラン

甲府の四季を感じる贅沢なご夕食が魅力 肉料理のチョイスが
できるプランです

KKR 甲府ニュー芙蓉
富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

山梨県
055-252-1327
山梨県甲府市塩部3-6-10

甲　府

岐阜県
平湯温泉

愛知県

名古屋

下呂温泉

三重県
鳥　羽

1泊2食 1室2名～

9,950円

甲斐彩り御膳プラン
ぶどう狩りにもぴったり

平日

10,500円土・休前日

豊かな風味の甲州牛と新鮮な地物野菜を
味わう甲州牛会席

7/1～9/30／8/10～16利用は別料金にて要問
合せ／1室1名様利用はプラス1,000円（平日の
み利用可）／T付客室は1名様プラス1,000円

料理（イメージ）料理（イメージ）

リビング付ツインルーム（イメージ）リビング付ツインルーム（イメージ）

当館提携農園「愛宕園」
送迎・入園料・試食無料♪

7/16～ぶどう狩り狩り

お子様（小学生まで）全日6,000円

1泊2食 1室2名～

8,950円

富士御膳
プラン

平日

9,500円土・休前日

肉料理は、ワインビーフの朴葉焼き、すき焼き、
富士桜ポークしゃぶしゃぶの中から1品チョイス！
（1組同一品）

お子様（小学生まで）全日6,000円

料理（イメージ）料理（イメージ）

最高級A5飛騨牛150g付とたっぷりご堪能いただけます

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付の奥飛騨和会席プラン

特選飛騨牛ステーキプラン

なごみ

和プラン

A5等級飛騨牛1品、山と海のグルメ和会席コース

夕食は和会席で

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊2食

1室2名～ 14,800円
平日

15,800円
土・休前日

1泊2食

1室2名～ 12,200円
平日

13,200円
土・休前日

飛騨牛150gが付いた、飛騨牛メインのコース
●ステーキ　●すき焼き　●しゃぶしゃぶ
の3種の中から予約時に選べます

★1名様プラス1,000円で特別和室でお部屋食に変更可

～9/30（8/6～15除く）
平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

送迎

夏限定の季節会席

飛騨川天然鮎の塩焼き会席

和室、ツイン、シングル／リビング付ツインは別料金

）メージ）メージ））ジ）

ム（インルームルリビング付ツイビ グリビビンング付グ付ツインルンル ムーム（

飛騨家具のベットルームプラン

飛騨の夏をイメージした創作和食会席

1泊2食

1室1名～ 14,100円
平日

1泊2食

リビング付ツイン 1室2名

ツイン・シングル 1室1・2名

13,100円
平日

11,100円

飛騨川天然鮎の塩焼き、鮎唐揚げ(骨せんべい)、
鮎釜めし等、全9品

7/1～8/31／土・休前日
利用は1名様プラス1,000円
JR下呂駅 無料送迎 (要予約)送迎

平成28年7月1日～
8月31日まで
平成28年7月1日～
8月31日まで
本館北側駐車場一部外壁の
改修工事をいたします

和食または洋食からお選びください。（要予約）
和食：鰻の柳川風鍋とみかわ牛ロースト
　　  御膳（7月）　四季御膳（8～9月）　　
洋食：ステーキディナーセット（7月～9月）

7/1～9/30／1室2名様以上は名古屋城側
客室をご用意

●名古屋城入場券
●アーリーチェックイン（通常15:00→13:00）
●駐車場無料
●小学生までのお子様は500円引

特典

名古屋城（イメージ）名古屋城（イメージ）

花火（イメージ）花火（イメージ）

★通常1,500円相当の「提携ホテル・プライベートビーチ」または「二見シーパラダ
イス」入場券付 　　  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

鳥羽湾花火大会
8月はほぼ毎夜開催
★施設内で見られます★

選べて楽しい♪

特典

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-irodorigozenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-fujigozenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-kenrokuenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-steakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-nagomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-ayunoshiioyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160615-bedroomplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160616-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160616-familicuppleplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-shimaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/


＋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
★夏のおすすめ宿泊プラン満載の を皆様の職場にお届けしています。合わせてご覧ください★旬な宿 大特集!旬な宿 大特集!

　　  伊勢海老の黄金焼き、新鮮なお造りや紀州の銘柄牛“熊野
牛”の陶板焼きなど
※伊勢海老の調理方法は時期によって異なりますので、ご了承ください
　　  7/1～9/30（7/30、8/10除く）／7/31～8/5利用は土・休
前日料金に1名様プラス1,000円／8/6～13利用は土・休前日料
金に1名様プラス2,000円

KKR 奈良 みかさ荘
奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

奈良県
0742-22-5582
奈良県奈良市高畑大道町1224

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♪

KKR ホテル 梅田
大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

06-6362-6800
大阪府大阪市北区堂山町4-1

奈　良

大阪府

梅　田

●奈良公園（徒歩5分）
●東大寺（徒歩5分）
●春日大社（徒歩5分）

日本庭園を眺めながら夏の季節会席をご堪能ください

お得にゆったりご連泊♪　世界遺産・国宝めぐりにぴったり

四季会席 夏 大和会席プラン

奈良連泊割引プラン

料理長おすすめの会席料理

1泊2食

1室2名～ 13,300円
平日

14,300円
土・休前日と8/7～8/26

1泊2食 1室2名～

※土・休前日と8/7～8/26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

平日 11,300円
1泊目

10,300円
2泊目以降

15,300円
8/6・13・20・27、9/17・18

季節の食材を用いた会席料理

7/1～9/30

料理（イメージ）料理（イメージ）

●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）

大阪城を一望できる12階のレストラン

元気の素 朝食付プラン

朝食は和洋バイキング

1泊朝食付

1室2名 6,500円
平日

8,500円
土・休前日と7/23～8/27

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）

T無客室利用は1名様
1,000円引

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

（8）

※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させていただきます　※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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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

京都府
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

京　都

1泊2食 平日

1室2名～ 13,750円～15,250円
お子様

（小学生まで）12,000円～13,300円

土・休前日

16,250円～17,750円
14,300円～14,800円

夏のＢＢＱ宿泊プラン

はも会席（イメージ）はも会席（イメージ）

●和牛ロース　●豚肉　●鶏肉　
●海鮮3種盛　★飲み放題付（2時間）
7/1～8/31／客室定員利用

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

06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

紀州の味をふんだんにお楽しみいただけるプランをご用意

KKR 白浜 美浜荘
“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

0739-42-3383
和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

温泉とお料理と花火で城崎の夏を満喫！

1泊2食 1室2名～

平日 8,900円
土・休前日 9,900円

城崎夢花火プラン

KKR 城崎 玄武
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

兵庫県
0796-32-2631
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

城崎温泉

びわ湖畔パノラマバーベキュー飲み放題付

KKR ホテルびわこ
悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

滋賀県
077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1

琵琶湖

大阪府

森之宮

和歌山県
白浜温泉

地元でとれた海の幸を使ったお料理

前日午前中までにご予約ください
●但馬牛しゃぶしゃぶ会席
お1人様プラス2,000円（2名様より）
●焼きがに付会席　お1人様プラス3,000円
●但馬牛会席　お1人様プラス4,000円

7/1～9/30（8/13～15の料金は要問合せ）
／T付客室利用は1名様プラス1,000円

●城崎夏物語夢花火
7/23～8/24の平日（8/10
～15除く）夜9時から花火
が上がる（雨天中止あり）
★当施設からよく見えます！
●城崎夏物語夢広場
7/23～8/24（8/4除く）
夜8時から、四所神社境内に
て日替わりでミニ縁日やシ
ョーなどが行われます！

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

1泊2食 1室1名～

7/1～15・18～22、
8/21～31

平日

14,150円
7/23～8/5、
8/18～20 15,150円
7/16・17、
8/6～15・17 16,150円

四季彩会席・夏
夏限定・鱧や鮎等を使った5種類の京料理からお好きなものをどうぞ！

7/1～8/31（8/16除く）
／土・休前日は1名様プ
ラス2,000円／客室定
員利用

　　  選べる会席5種類
●はも会席 ●あゆ会席 ●あわび会席
●和牛会席 ●京会席・清滝

●城崎マリンワールド（車約10分）　●玄武洞公園（車
約10分）　●コウノトリの郷公園（車約20分）　●天空
の城 竹田城跡（車約60分）　●日本三景 天橋立（車約
90分）　 ●鳥取砂丘（車約90分）　●気比の浜海水浴
場（車約5分）

夢花火（イメージ）夢花火（イメージ）

※中学生以上の未成年の方は大人料金からお1人様1,000円引
※お子様の料理内容は大人と一緒になります

京都・びわこ観光に便利！京都駅
からJRにて約14分

7/1からは組合員限定宿泊割引券（2,000円）と
京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が併用可能
7/1からは組合員限定宿泊割引券（2,000円）と
京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が併用可能
※京都・びわこ共通宿泊割引券は両施設が発行する組合員限定割引券です
※詳細は直接施設にお問い合わせください

7/1からは組合員限定宿泊割引券（2,000円）と
京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が併用可能
7/1からは組合員限定宿泊割引券（2,000円）と
京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が併用可能
※京都・びわこ共通宿泊割引券は両施設が発行する組合員限定割引券です
※詳細は直接施設にお問い合わせください

BBQ（イメージ）BBQ（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

夏満喫２食付プラン
1泊2食

1室2名 9,400円
平日

11,400円
土・休前日と7/23～8/27

シェフのおまかせ洋食セット（3日前まで要予約）
または和食膳（前日まで要予約）
7/1～9/30（7/25除く）

7/1～8/31／セミダブル1室2名様利用は平日
5,500円、土・休前日と7/23～8/27は7,000円

伊勢海老＆熊野牛陶板焼き付プラン
1泊2食 1室2名～

13,800円平日

14,800円土・休前日

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
広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

082-221-3736
広島県広島市中区東白島町19-65広島県

広　島

1泊2食 1室2名～

6,900円平日

7,400円土・休前日

　　  夕食は計7種類
の中からお選びくださ
い（3日前まで要予約）
●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)※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

おすすめイベント 2食付でお気軽宿泊！2食付でお気軽宿泊！

1泊朝食付 1室2名～

5,900円平日

6,900円土・休前日

※1室1名様利用はプラス800円（平日のみ利用可）

朝食バイキング付バリュープラン
　　　朝食は約30品目の和洋
バイキング（広島県の名物も有）

●広々エグゼクティブ
　ツインルームにご宿泊
●ベッドもセミダブルサイズ
●小学生未満のお子様の添寝は無料

えらべる夕食プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

★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

アドベンチャーワールドチケット付プラン
1泊2食 1室2名～

15,900円平日

16,900円土・休前日

紀州の海鮮会席料理
7/1～9/30（7/30、
8/6～13除く）／7/31
～8/5利用は土・休前日
料金プラス1,000円

お子様（小学生）全日8,300円 アドベンチャーワールド（イメージ）アドベンチャーワールド（イメージ）

飲み放題付

●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）

1

（シ 7,300円

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♪

KRKKRホテル 梅田ホテル梅田
阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客大阪駅から 歩８ 、明る ゆと のあ 客室

06-63606-63
田

1泊朝食付 平日
1室1名
シングル） 7,300円

タリーズ朝食付プラン

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）

7/1～7/29（土・休
前日を除く）／素泊ま
りは1名様800円引
／ 1日限定5室

シングルルーム（イメージ）シングルルーム（イメージ）

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）

平日限定平日限定

7/1～9/30／
7/23～8/20
利用は1名様
プラス1,000円

http://www.kkr.or.jp/hotel/news/2016/06/2016-1.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-yamatokaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-nararenpakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-bbqplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-5kaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160319-cyosyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-genkiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/post-75.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160617-kumanogyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-ticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160617-yumehanabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160617-bbqplan.html
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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）

第855号

＋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

暑い夏を温泉でスッキリ

1泊2食 平日

1室1名～ 11,650円 14,150円
お子様

（小学生） 6,800円 7,800円
お子様
（幼児） 5,800円 6,800円

道後温泉物語プラン

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

土・休前日

愛媛県
089-941-2934
愛媛県松山市岩崎町1-7-37

料理（イメージ）料理（イメージ）

松山・道後温泉

瀬戸内の食材を中心にした献立

7/1～9/30（8/13～15除く）

夕食は月毎に替わる会席料理(全12品)
朝食は和朝食膳。コーヒーもご用意
Ａお子様 夕食：子供会席　朝食：和朝食
Ｂお子様 夕食：エビフライステーキセット　朝食：ホットケーキセット

組合員様へ『６大特典』をご用意

1泊2食 平日

1室1～3名 10,400円 12,500円
お子様（4～10歳） 6,600円 8,700円

黒毛和牛のステーキごはんと夏野菜の会席

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

土・休前日

福岡県
092-521-1361

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）

夕食はお好きな物をお好きなだけお選びいただけます

KKR ホテル 熊本
熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

熊本県

博　多 熊　本
096-355-0121

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

オーダーバイキング（イメージ）オーダーバイキング（イメージ）

1泊2食 1室2名～

平日 11,400円
12,400円土・休前日

福岡市内の中心地
●博多（車15分） ●天神（車10分）

　　  7/1～8/31／添い寝で食事不要
のお子様は無料／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

西洋料理15種・中国料理
15種（合計30種）のオー
ダーバイキング

7/1～9/30／城側客室
利用は大人1名様プラス
1,100円

駐車場料金無料特典

会席

361 61
院4 21院 1

夕食はお好きお好 な物ををお好きお好ききなだけな お選び選びいただただけますけます

KRKKRホテル 本ホテル熊本
本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分熊本城を目 に臨 、繁華 まで 歩7分

熊本県

熊　本
096-355-012096-3 5-0121
県熊本市中央区千葉城町3 3熊本県 本市中央 千葉城町 31

1泊2食 1室2名～

平日 11,400円
12,400円土・休前日

オーダーバイキング＆朝食付プラン

平日
1泊朝食付

イチ ロ ハカ タ

一路博多プラン

6,200円
土・休前日 8,300円

夕食時お子様にソフトドリンク1杯サービス

ご家族みんな嬉しい特典6点付♪

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

山口県
083-922-3268
山口県山口市神田町2-18

湯田温泉

1泊2食 1室2名～ 大人

平日 11,550円 8,000円
土・休前日 13,550円 9,400円

わくわくファミリープラン
Ａお子様

5,700円
6,700円

Ｂお子様

料理（イメージ）料理（イメージ）

●小学生未満のお子様にお子様ランチ（夕・朝食）を1グループに1名分プレゼント ●小学生
未満のお子様にアイスクリーム券をプレゼント ●小学生のお子様に夕食時、子供ビール(炭
酸飲料)をお1人様につき1本プレゼント ●お父様・お母様へは夕食時、日本酒またはソフトド
リンクをお1人様1杯サービス ●アーリーチェックイン14:00 ●レイトチェックアウト11:00

★1室3名様以上利用は大人お1人様1,000円引
★7/1～8、9/1～9利用は1名様1,000円引（大人のみ）

※8月の利用は大人プラス1,000円、ABお子様はプラス600円
※7/16・17、8/6～15、9/17・18利用は別料金（施設へ要問合せ）

家族みんな
嬉しい
６大特典

家族みんな
嬉しい
６大特典

7/1～9/30

泉質はアルカリ性単純温泉で美肌の名湯
御影石と岩風呂が入替制でゆったり広々
露天風呂とサウナも楽しめます

奥道後温泉
●道後温泉（徒歩10分）　●子規記念館（徒歩8分）
●道後公園（徒歩5分）　●松山城（電車20分

黒毛和牛と新鮮な夏野菜のお値打ち会席
★お子様はお子様ランチ

　　  ●大人の方は夕食時にグラスビールorソフトドリンク1杯サービ
ス　●お子様には夕食時にソフトドリンクを1杯サービス　●まるまる
2日間駐車場料金をサービス　●15時チェックイン→14時からOK　
●11時チェックアウト→12時までOK　●太宰府名物“冷凍梅ヶ枝餅”
を1家族に1箱(5個入)進呈

※詳しくは施設にお問い合わせください

お子様（小学生まで）全日6,300円
お子様（4歳以上） 全日1,000円

平日

9/30
まで

※城側客室利用は1名様プラス1,000円
※詳しくは施設にお問い合わせください朝食付プラン

7,500円 土・休前日8,500円

特典

特典

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160617-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-dougoonsenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160622-natsuyasaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160617-ordervikingplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160317-kumamotojyoplan.html
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http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/package/
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