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　●
お
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様
料
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は
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下
が
対
象
と
な
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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）

和洋バイキングのご朝食（6:30～9:00）
※4歳～12歳のお子様のご朝食代は700円、
　3歳以下のお子様無料
●駐車料金無料（6:00～翌22:00）
●12歳以下のお子様添寝無料

～12/30（土・休前日除く）／ 1室2名様利用は
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／ 2名様以上のご家族限定／ 1日
限定20室

ご宿泊とご朝食をセットにしたお得な宿泊プラン♪

1泊朝食付 平日

1室1名
シングルルーム

1室2名
ツインルーム

7,200円 9,200円
5,800円 7,800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

土・休前日 1泊2食 1室2名～

10月

平日

11,500円
11,000円11月

北海道
011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

道庁庭園（イメージ）道庁庭園（イメージ）

美味しいものを程よい量でお部屋出し

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

北海道

札　幌
0138-57-8484
北海道函館市湯川町2-8-14

和洋バイキングのご朝食（6:30～9:00）
※4歳～12歳のお子様のご朝食代は700円、
3歳以下のお子様無料

ご家族でのご宿泊限定！ 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♪

KKR ホテル東京
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

東京都

蔵王温泉

03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

東京
スカイツリー
（イメージ）

東京
スカイツリー
（イメージ）

ファミリープラン朝食付

10/10～11/30 ／土・休前日利用は1名様プラス1,000
円／ 3名様で8畳和室利用はお1人様500円引

北海道の素材にこ
だわり旬の味覚をあ
しらった和食会席を
お部屋食で♪（レス
トラン食に変更可）

1名様プラス1,000円でさらにお食事グレードアップの『ゆったり
和会席プラン』に変更可（要事前予約）

大沼国定公園（イメージ）大沼国定公園（イメージ）

旬の味覚が満載♪
平日

1,500円
1,000円

を程よい量ででお部屋お部屋出し出し出

Rはこだてはこだて
らではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉道なら はの の味覚と源泉かけ流しの温

0138-50 38-
北海道函館市海道函館

北海道の素材にこ
だわり旬の味覚をあ
しらった和食会席を
お部屋食で♪（レス
トラン食に変更可） ジ（ ジジ）

が満載♪美食会席プラン

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

山形県
023-694-9187
山形県山形市蔵王温泉904-8

1泊朝食付

平日

1室2・3名

9,200円
7,700円日・祝日

道庁庭園が見える
会場で朝食バイキ
ング

～11/30／1日限定5室

組合員様限定！

1泊2食

平日

1室2名～

9,350円
11,050円土曜日と

10/10～11/11

水上温泉7
--8

1泊2食

平日

1室2名～

9350円

水上温泉

秋風爽やか、自然ゆたかな水上へお越しください

秋の美食満足プラン

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％＆紅葉に包まれた静かな一軒宿

　　  川の恵みの岩魚の
塩焼き付き会席に舌鼓

　　  10/10～11/30
／1室1名様利用はプ
ラス2,000円

群馬県
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）

1泊2食 1室2名～

10/1～11/5

平日

8,600円
7,600円11/6～11/30

蔵王の秋、自然と味覚　心ゆくまで満喫

蔵王の錦秋満喫プラン

　　  夕食は、和食会席または牛カルビ鉄板焼き(お肉たっぷり
250g)、山形名物「芋煮汁」付
★生ラムジンギスカンに変更は1名様500円引 ★1名様プラス
1,200円で、蔵王牛小鍋会席(すき焼きorしゃぶしゃぶ)に変更可
★朝食に好評山形つけものバイキング実施中

　　  10/1～11/30／
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 ／トイレ無客室は1名
様1,000円引

牛カルビ（イメージ）牛カルビ（イメージ）

竹橋

●蔵王山紅葉の見頃（10月上旬～
11月上旬）
●紅葉を眺めながらの「大露天風呂」
割引券ご用意（～11月上旬）

●はこだてMOMI-Gフェスタ
（10/22～11/13）
●大沼国定公園の紅葉（10月下旬）

谷川岳ロープウェイでの紅葉見頃
（10月上旬～下旬）

函館･湯の川温泉

ホテル目の前の
道庁庭園の紅葉
が見事（10月中
旬～11月上旬）

●和昼食付　　　　2,200円
●焼肉食べ放題付　3,100円
※詳しくは施設にお問い合わせください

思い出に残るフルーツ狩り

組合員様限定プランのため
「KKR10月号を見た」と予約時お伝えください

朝食は和食ビュッフェを無料サービス

～12/30（火～金曜日を除く）

全室大型液晶テレビCS5チャンネル視聴無料

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
03-3713-8131
東京都目黒区東山1-27-15

●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）

土・日・月曜日限定連泊プラン
1泊サービス朝食付 1室1名（シングルルーム）

1泊目 7,100円 6,600円
2泊目以降 6,600円 6,100円

1室2名（ツインルーム）

中目黒

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！

岩魚塩焼き付！

1名様プラス1,000円
で「松茸の土瓶蒸し
付」に変更可
※松茸は外国産です

ホリデープラン朝食付ホリデープラン朝食付
※日曜・祝日限定（連休の場合は最終日）
※詳しくは施設にお問い合わせください

7,800円1室1名 7,400円1室2・3名

12/25
まで

☆ご家族限定☆

特典

レイトチェックアウト（通常10時→12時）特典
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http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/sapporo-casualplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/hakodate-bisyokuplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-mankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-iwanasioyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160317-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-holidayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/single-twin-plan.html
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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

　　 記載の設定期間後も、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

三島スカイウォーク
全長400m、歩行者専用としては日本一長い吊橋
秋の富士山を望むなら今年はここがおススメ！
（車約30分）

味の決め手は熟練の技から生まれた甘辛だし！味の決め手はめ手は熟練の熟練の技から技からら生まれ生まれた甘辛た甘 だし！

鯛のかぶと煮と
鯵のたたき付会席プラン

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

1泊2食 平日

1室2名～ 9,900円 10,900円
土・休前日

静岡県
055-948-0010
静岡県伊豆の国市古奈82

鯛のかぶと煮
（イメージ）
鯛のかぶと煮
（イメージ）

伊豆長岡温泉

甘辛く炊いた鯛のかぶと煮と鯵のたたきがついた会席料理
※鯛のかぶと煮と鯵のたたきを静岡県産あしたか牛
ステーキに変更可

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）

送迎

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎
（14:30～18:00）

送迎

かけ流しの温泉家族風呂貸切無料特典
10/10～12/25

あわび・サザエ・ホタテなど具だくさん！

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

静岡県
055-931-0592

静岡県沼津市志下192

沼津

伊豆名物の漁師鍋をご堪能ください
★漁師鍋をあしたか牛ステーキプランに
変更可

西伊豆

1泊2食 平日

1室2名～ 11,350円 13,850円
土・休前日

海鮮漁師鍋プラン

10/10～12/27 ／ 12/23・24利用は土・
休前日料金にプラス1,000円／ 1室1名様
利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

漁師鍋（イメージ）漁師鍋（イメージ）

●沼津港深海水族館：世界的にも希少なシーラカン
スの冷凍個体は必見（車10分）
●沼津漁港：昼食におすすめ！水揚げされた新鮮な
魚介類が楽しめる飲食店街（車10分）
●三島スカイウォーク：日本最長のつり橋（車20分）JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00（要予約）送迎

日本初のヴェネチアン・グラス専門の美術館

1泊2食 平日 10月

1室2名～ 11,750円 12,050円
11月

11,050円
12月

箱根・木賀温泉 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

日本初日 のヴェネチアネチアン・グン グラス専ラス専ラ 門の美門の美術館

1泊2食 平日 10月

1室2名～ 11,750円 12,050円
11月

11,050円
12月

箱根・木賀温泉 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の奥座 、箱根七湯の とつ 賀温泉

神奈川県
0460-870460- 7-
川県足柄下郡箱根神奈川 足柄下郡 根町木

ガラスの森美術館チケット付プラン

山海の旨みを存分に味わえる創作会席をご用意

10/10～12/22／土・休前日利用は
1名様プラス1,500円

ガラスの森美術館（イメージ）ガラスの森美術館（イメージ）
ガラスの森美術館“手作りガラスの
置物”プレゼント

特典

1泊2食 平日

1室2～3名 12,800円 15,800円
土・休前日

伊豆・熱海温泉

和食会席＆お肉の大満足プラン

す
。
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1泊2食 平日

1室2～3名 12,800円 15,800円
土・休前日

伊豆・熱海温泉

和食会和 席＆お＆お肉の大満足プ足プププランラン

静岡県産３種肉陶板焼きプラン

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

静岡県産3種肉を使用しています
●牛（静岡県産国産牛）
●豚（静岡型銘柄ふじのくに）
●鶏（静岡県産ふじのくに
　いきいきどり）
10/10～11/30／1室4名様
以上利用はお1人様1,000円引

静岡県
0557-85-2000
静岡県熱海市春日町7-39

料理（イメージ）料理（イメージ）

ノスタルジック横須賀へショートトリップ

1泊2食 平日

1室2名～ 11,380円 13,380円

ノスタルジック横須横須賀へシ賀 ョートトトリットリップ

1泊2食 平日

1室2名～ 11,380円 13,380円

YOKOSUKA軍港めぐり＆葉山牛を楽しむ贅沢プラン

KKR 逗子 松汀園
古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

土・休前日

神奈川県
046-871-2042
神奈川県逗子市新宿3-2-26

軍港めぐり（イメージ）軍港めぐり（イメージ）

湘南･
逗子海岸

　　  お夕食は地産ブランドの葉山牛に舌鼓
しゃぶしゃぶ・陶板焼きから選択可（1グループ1種類）

10/10～12/20／1室1名様利用は
プラス1,100円（平日のみ利用可）／
大正館指定は1名様プラス1,100円

★大人1,400円相
当のYOKOSUKA
軍港めぐり乗船チ
ケット付

　　  夕食時に地酒「天青」や生ビール等の
ワンドリンクサービス！
特典 YOKOSUKA軍港めぐり

※小学生の乗船券（700円）は現地で購入してください
※小学生未満の方は大人1名に付幼児1名乗船無料

電車で
10分！

港の光景を間近に眺めながらのクルージング！
艦船の種類や名前、役割など詳しい生解説付（1周約45分）

箱根ガラスの森美術館 イベント情報
●20周年特別企画「炎と技の芸術～ヴェネチアングラス
　展」（～11/23）
●クリスマスイルミネーション（11/1～）

1泊2食 平日

1室2名～ 6,800円 9,500円
土・休前日

組合員様限定のお得な宿泊プランです

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

10/11～11/30 ／トイ
レ無和室6畳／ 1室1名
様利用はプラス1,000円

平日はお膳料理
（定食）でご提供
★土・休前日は当
館自慢の会席料
理でおもてなし

龍口寺（イメージ）龍口寺（イメージ）

秋冬湘南散策プラン

※詳しくは施設にお問い合わせください

車・荷物、朝から
預かり可

特典

10,250円
1泊2食 1室2名～

12,250円土・休前日
平日

越後湯沢温泉

ロプウェイと紅葉（イメージ）ロプウェイと紅葉（イメージ）

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

新潟県
025-784-3424

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

1泊2食 平日

1室2名～

10/10～10/21

10,850円
10/22～11/5

11,850円
11/6～11/19

8,800円

ソフトドリンク飲み放題＆魚沼産コシヒカリつかみどり付

松茸入り釜飯と土瓶蒸しプラン

秋の味覚松茸と魚沼産コシヒカリを釜飯でお召し上がりください

10/10～11/5／土・休前日利用は
大人1名様プラス1,000円／3日前
まで要予約／松茸は外国産です

●湯沢高原ロープウェイ：今季営業11/20まで
　（徒歩10分）
●苗場ドラゴンドラ：紅葉営業10/8～11/6（車30分）
●弥彦神社：弥彦菊まつり11/1～11/24（車100分）JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）送迎

●ソフトドリンク飲み放題　●魚沼産コシヒカリつかみどり特典

【10月】中華街「国慶節」「雙十節」、
馬車道「馬車道祭」など
【11月】中華街「春節燈花」「美食
節」など

カジュアルフレンチコースと横浜の夜景を満喫！

1泊2食 平日
1室2名

（海側和室）12,000円 13,000円

丘の上のブルーライトプラン

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

土・休前日

　　  10/10～11/30
／ 1室3～4名利用、山
手側和室利用は割引あ
り／洋室利用は要問合
せ／3日前まで要予約

神奈川県

横浜
045-621-9684

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

夜景（イメージ）夜景（イメージ）
●鮮魚のプティオードブル ●牛フィレ肉のポワレ ●季節の果実と
パテシエからの贈り物･･･など♪

　　  朝食時に
モーニングコー
ヒーをサービス

秋の横浜！

ハマの板長お薦めプランハマの板長お薦めプラン

秋の鰤会席プラン秋の鰤会席プラン

※詳しくは施設にお問い合わせください
14,000円平日1泊2食 15,000円土・休前日

11/30
まで

10/31
まで

例年、紅葉の見ごろは
11月中旬以降
北鎌倉の円覚寺等名所を
ご案内します

熱海梅園もみじまつり（11/12～12/4）
紅葉ライトアップ（期間中毎日）
17:00～21:00 熱海梅園（イメージ）熱海梅園（イメージ）

新登場!

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/04/20160418-bluelightplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-hamanoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/zushi-yokosukacruise.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/enoshima-shonanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/enoshima-autumnplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-museumplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/izu-taikabutoplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-ryoshinabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/yuzawa-autumnplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/


＋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

食欲の秋と展望露天風呂を満喫！

1泊2食 日～木曜日

1室2名～ 14,750円13,750円

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

金曜日

16,250円
土・休前日

滋賀県
077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1

琵琶湖

　　  選べる会席3種類
●宝楽会席（宝楽焼・土瓶蒸し・朴葉味噌焼き、他）
●秋風会席（甘鯛、ロブスター焼き・牛味噌漬け焼き・茸御飯、他）
●秋彩会席（土瓶蒸し・蟹と句魚の吹寄せ・合鴨鍋、他）

10/10～12/24／客室定員利用
時料金　※11/6～26利用はお
問い合わせください

京都駅からJR・送迎バスで約20分！

宝楽会席（イメージ）宝楽会席（イメージ）

秋の味覚会席 宿泊プラン

大人1室4名様以上のご利用で鯛
のうす造りサービス

特典

（5）

●
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限
り
お
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。

　●
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）

長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース食べ放題を
メインにした和風会席コース
★ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

長野県産
1泊2食

1室2名～

平日

10,300円
土・休前日

11,800円

上諏訪温泉

廊下や共同トイレも快適な畳敷きにリニューアル！

特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人人

記
が
な
い

長野県産
1泊2食

1室2名～

平日

10,300円
土・休前日

11,800円

上諏訪温泉

廊下や共同ト同トイレもイレも快適な畳敷ききにリニに ューアュ アアル！ル

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

10/10～11/30（10/22除く）／ 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
0266-58-1259
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

料理（イメージ）料理（イメージ）

お子様（小学生まで）全日 7,000円
★11/20～30の平日は大人1名様500円引

A5等級にいがた和牛（250g）を陶板焼き＆しゃぶ
しゃぶ両方で食べられる和食コース
10/1～11/30／土・休前日利用は大人1名様プラ
ス1,000円／ 1室1名様利用はプラス500円／ BT
付客室利用は1室プラス3,000円

新潟県産A5和牛を出血価格で!

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

新潟県
池の平温泉 0255-86-2113

新潟県妙高市関川2275

にいがた和牛（イメージ）にいがた和牛（イメージ）
A5等級にいがた和牛（250g）を陶板焼き＆しゃぶ
しゃぶ両方で食べられる和食コース

新潟県産A5和牛を和牛を出血価出血 格で!

KRKKR妙高高原 白樺荘妙高高原 白樺荘
然に囲まれた源泉かけ流しの温泉自然に囲ま た源 かけ流しの温泉宿

県
温泉 02 -860255- 6-

県妙高新潟県 高市

）ジ）にいがた和牛（イメージがた和牛（イメにいがたがた和た和牛（イ（イメージ））ジ）

特選にいがた和牛プラン
1泊2食 平日

1室2名～ 8,900円
●いもり池（徒歩3分）赤・橙に染まった妙高山
が水面に映る様は絶景（10月中旬）
●妙高高原スカイケーブル「錦秋のパノラマ」
が楽しめます（10月中旬）
●苗名滝（車約15分＋徒歩20分）ダイナミック
な滝が紅葉の中から流れ落ちます（10月下旬）

富士河口湖紅葉まつり：周辺
は飲食やお土産、出店等で
賑わいます（11/1～23）

金沢城・兼六園ライトアップ【秋の段】
11/18～ 12/3　17:30～ 21:00

諏訪湖周辺の紅葉（10月下旬～11月上旬）えちごトキめき鉄道・しなの鉄道妙高高原駅 
無料送迎 （15：00～16：00／要予約）

送迎

KKR10月号限定

お子様（小学生まで）
全日 5,000円

時間たっぷり♪兼六園も満喫！

1泊朝食付 平日

1室2名 7,700円 8,700円

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

～12/30／禁煙ツイン
ルーム（23㎡）

石川県

金沢
076-264-3261

石川県金沢市大手町2-32

兼六園（イメージ）兼六園（イメージ）
●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）

朝食はお堀の見えるレストランで和洋ビュッフェ

時間た時間たっぷりっぷり♪兼六♪兼六園も満喫！も満喫！

1泊朝食付 平日

1室2名 77,700700円円 88,700700円円

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

土・休前日

石川県

金沢
00

●兼六園入園券（310円相当）
朝食はお堀の見えるレストランで和洋ビュッフェ

24時間滞在満喫金沢プラン
兼六園入園券付

1泊2食 平日

1室1名～ 9,800円 10,800円
土・休前日

きのこの飛騨牛すき焼きと秋鮭丹波焼会席

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

岐阜県
0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209

～10/31 ／和室またはベ
ッドルーム利用（リビング
付ツインルームは別料金）

きのことトマトの飛騨牛すき焼き鍋、鮭丹波焼、八寸
(季節の食材盛6種)、造り三種盛、炊合せ物に水物を
加えた創作料理（全7品）

料理（イメージ）料理（イメージ）

外壁リニューアル

平日

9,800円 10,800円
土・休前日

の飛騨牛すきき焼きと焼きと秋鮭丹秋鮭丹波焼会波焼会席席

KRKKR下呂 しらさぎ下呂 らさぎ
本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿日本三名泉 下呂 泉と創作和会席の宿

050

飛騨牛 焼 鍋 鮭 波焼 寸

ニューアルル特別謝恩プラン

下呂温泉

●下呂温泉合掌村 入館料800円→700円 フロントにてご用意（徒歩
3分） ●ゆけむり朝市（徒歩3分） ●飛騨小坂の滝めぐり（車40分）

電話予約限定

見て！味わって！満喫♪さあ～ロマン街道へ

1泊2食

平日

1室2名～

8,950円
9,500円土・休前日

甲府 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

山梨ロマン街道プラン
　　  夕食は肉料理のチョイス
ができる『富士御膳』ワインビー
フの朴葉焼orすき焼or富士桜
ポークのしゃぶしゃぶからお選
びください（1グループ同一品）

10/10～11/30／1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）

秋の名古屋散策と季節を感じる料理

1泊2食 平日

1室2名～ 10,400円 11,400円
土・休前日

名古屋
KKR ホテル 名古屋
名古屋城を間近に臨む、くつろぎのシティホテル

愛知県
052-201-3326

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

秋の名秋の名古屋散古屋散策と季策と季節を感節を感じる料じる料理理

1泊2食 平日

1室2名～ 10,400円 11,400円
土・休前日

名古屋
KRKKRホテル 名古ホテル名古古屋
古屋城を間近に臨む、くつろぎのシティホテル名古屋城を 近に む、く ろぎ シテ ホテル

愛知県
05052-2
知県名愛知 名古屋市

名古屋城本丸御殿公開記念プラン

●鱧と松茸のしゃぶしゃぶ膳（10月まで）
●魚介の蒸しちり御膳（11月より）
※上記またはステーキ御膳

～12/27 鱧と松茸のしゃぶしゃぶ膳（イメージ）鱧と松茸のしゃぶしゃぶ膳（イメージ）

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊2食 平日

1室2名～ 12,200円 13,200円
1泊2食 平日

1室2名～ 12,200円 13,200円

奥飛騨和会席『和』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

土・休前日

岐阜県
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）

平湯温泉

A5等級飛騨牛1品付！季節の前菜から海の幸を
折込んだお造り等、山と海のグルメ和会席コース
～10/31

●新穂高ロープウェイ（通年営業）●上高地（11月中
旬頃まで）●乗鞍スカイライン（10月下旬まで）

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

調理長の創意あふれる月替わり会席料理
朝食は大和名物「茶がゆ」（白ごはんにも変更可）

1泊2食 1室2名～
10/10～18、10/30～11/5、

12/4～30の平日
12/1・2、特定日除く
土・休前日　
特定日

（10/19～29、11/6～30)

11,300円
12,300円
13,300円

奈良

1泊2食 1室2名～
10/10～18、10/30～11/5、 11300円

奈良

日本庭園を眺めながら季節のお料理をご堪能ください

南都会席プラン

KKR 奈良 みかさ荘
奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

～12/30

奈良県
0742-22-5582
奈良県奈良市高畑大道町1224

料理（イメージ）料理（イメージ）

奈良国立博物館「第68回正倉院展」
10/22～11/7（徒歩15分）

京都 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

松茸会席（イメージ）松茸会席（イメージ）

1泊2食 平日

1室1名～

10/8～11/4 

16,150円
11/5～12/3

18,150円

5種類の京料理の中からお好きなものを選べる！

京都 KRKKR京都くに荘京都くに荘
川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい鴨川 宮家 かりの宿 風情ある温 露天風呂がうれしい

京都府
075-220 5-2

府京都市上京区河原町通荒神口上る京都府 都市上京 河原町通 神口上る

1泊2食 平日

1室1名～

10/8～11/4 

16,150円
11/5～12/3

18,150円

5種類5種類の京料の京料理の中理の中からおからお好きなものを選べる！

四季彩会席・秋～選べる会席5種類

　　  選べる京料理5種類
●松茸会席  ●秋の京野菜と甘鯛会席  ●宝洛会席（季節
の魚貝）  ●和牛会席（和牛と魚貝） ●京会席・清滝
  　　10/8～12/3／土・休前日利用は1名様
プラス2,000円／客室定員利用時料金／松茸
は外国産です

各ワイナリーでイベント開催
新酒ワイン“山梨ヌーボー”11/3解禁♪新酒ワイン“山梨ヌーボー”11/3解禁♪

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

平湯大滝の紅葉見頃：10月上旬～下旬
（徒歩30分）

通常料金平日11,100円を9,800円に割引！

（対面所・下御膳所）

●13時チェックイン可（通常15時）
●名古屋城入場券（通常500円）付
●夕食時ワンドリンクサービス　●駐車場無料

さわやか朝食付プランさわやか朝食付プラン
※詳しくは施設にお問い合わせください

6,700円平日1泊朝食付 1室2名～ 7,700円土・休前日

12/27
まで

名古屋城本丸御殿まで 徒歩5分

1名様プラス2,000円で『松茸会席』
プラス5,000円で『豪華松茸会席』へ変更可（11/4まで）

くに荘近くの紅葉ライトアップ
●知恩院（11/3～12/4）　●青蓮院門跡（10/28
～12/4） ●金戒光明寺（11/12～27）

なごみ

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-niigatawagyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160225-gyutabehoudaiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/03/20160319-fujigozenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/kanazawa-kenrokuenplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-nagomiaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/gero-syaonplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-nagoyajyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/02/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-mikakukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/kyoto-shikisaikaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160929-nantokaisekiplan.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

第858号（6）　平成28年10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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1泊2食 1室2名～

かに三昧

平日

19,900円
16,900円

かに三昧 19,900円
16,900円

1泊2食 1室2名～

かに三昧

平日

19,900円

かにシーズン限定 冬の味覚プラン

KKR 城崎 玄武
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

かに御膳

15,900円かにづくし

兵庫県
0796-32-2631
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

かにづくし（イメージ）かにづくし（イメージ）

城崎温泉

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
っぷり味わえます

11/6～12/28／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（平
日のみ利用可）／トイレ付客室利用は1名様プラ
ス1,000円

七つの外湯めぐり
城崎温泉は浴衣で温泉を巡る外湯めぐりの
発祥の地と言われています

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

1泊2食 平日

1室2名～ 6,900円 7,400円
土・休前日

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プラン

KKR ホテル広島 
広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

広島県
082-221-3736

広島県広島市中区東白島町19-65

　　  ～ 12/30（12/22除く）／ 1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利用可）／ BT無客
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／ 3日前まで要
予約

　　  夕食は当日レストランで7種類からお選びく
ださい　●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)

料理（イメージ）料理（イメージ）

広島

2食付でお気軽宿泊！ えらべる夕食プラン

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

14,350円
16,350円

松山・道後温泉

毎年好評をいただいております

冬の定番美食ふぐ会席

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

ふぐ刺し、ふぐのから揚げ等
の会席
～12/29／1室1名様利用は
プラス1,000円

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）道後温泉（イメージ）道後温泉（イメージ）

道後温泉本館（徒歩10分）
道後温泉本館の耐震工事も来年に控え、ぜひ既存の建物での
ご入浴にお越しください

薩長同盟150年記念企画

1泊2食 平日

1室2名～ 12,350円 14,350円
土・休前日

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

やまぐち維新会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
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）

37

落ち着いた雰囲気の京風会席「萌木」でゆっくりお召し上がりください

1泊2食 平日

1室1～3名 14,200円 16,300円

9329
1-7-3町1 3

4
37

落ち着落ち着ち着着着着いた雰いた雰雰雰雰囲気の囲気の京風会京風会風会風会風風会席「萌席「萌席「萌席「萌萌萌木」で木」でゆっくゆっ りお召し上がりくださいりお召お召し上がりください

1泊2食 平日

1室1～3名 1414,,200200円円 1616,,300300円円

ふぐ会席と黒毛和牛ステーキプラン

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

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）

博多

ふぐと黒毛和牛の2大味覚プラン

10/10～11/31／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／1日限定3室／3日前まで
要予約

駐車場料金無料特典

山口名物料理　●鉄刺(てっさ) ●瓦そば ●長州鶏葱味
噌焼き、他（全11品）

10/10～11/30／11/2・22は要問合せ／3日前まで要予約

大人お1人様につき3つの特典 ●山口の地酒（獺祭/岩国・貴
/宇部）または薩摩の焼酎またはソフトドリンクのいずれか
1杯 ●吉田松陰先生のメモ帳1冊 ●オリジナルコーヒー 1個

特典

九州ふっこう割ふくおか宿泊券ご利用可能

1泊素泊まり 平日

1室1名～ 6,000円5,000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

土・休前日

熊本県
096-355-0121

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

熊本

●朝食は1名様プラス1,200円でご用意（通常1,300円）
●夕食はルームキー提示で10～20％OFF
●駐車場料金無料（通常500円）
10/10～11/30／城側客室利用は大人
1名様プラス1,000円（2名様以上）

電話予約限定

現職組合員様限定プランのため
お電話で「KKR10月号を見た」とお伝えください

現職組合員さま限定フェイスブックチェックイン割引キャンペーン
ご登録でお1人様500円割引

シングルルーム（イメージ）シングルルーム（イメージ）

泊まり 平日

名～ 6,000円5,000円

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

土・休前日

県
096-350 6-3
県熊本市中央区熊本県 本市中央

本

●朝食は1名様プラス1,200円でご用意（通常1,300円）
●夕食はルームキー提示で10～20％OFF

話予約限定

ルルグルルールングシンググシングングルグルルルルー

シンプルステイプラン
フェイスブックチェックイン割引キャンペーン実施中

九州ふっこう割熊本宿泊券ご利用可能

特典
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クエ鍋を気軽にお試しいただけるプランをご用意

1泊2食 平日

1室2名～ 9,000円 10,000円

クエ鍋を気軽気軽軽にお試にお試しいたしいただけるだけるプランプランをご用意用意

1泊2食 平日

1室2名～1室2名～ 99,000000円円 1010,000000円円

秋の味覚会席プラン

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

土・休前日

和歌山県
0739-42-3383

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

クエ小鍋（イメージ）クエ小鍋（イメージ）

白浜温泉

脂がのっているのにしつこくなく“一度食ったら
他の魚はクエん”と言われる高級魚を
ご賞味ください！
10/10～12/22／1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利用
可）／トイレ無客室利用は1名様
1,000円引

当館自慢
クエ小鍋付

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）
10/10～10/31（土・休前日を除
く）／素泊まりは1名様800円引
／1日限定3室／電話予約限定

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

大阪府

梅田
06-6362-6800
大阪府大阪市北区堂山町4-1

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（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）

タリーズ朝食付プラン
1泊朝食付 平日のみ

1室2名（ツイン） 6,800円

●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）

平日限定
JR大阪駅から徒歩8分！

●大阪城公園はホテルの目の前 ●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） ●道頓堀、法善寺、なんばの街（電車20分）

秋色の染まる大阪城を一望できるレストランで夕食を

1泊2食 平日

1室2名 9,400円 11,400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

土・休前日

  　　 ～12/20／ 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）／電話予約限定

大阪府

森之宮
06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

和食膳（イメージ）和食膳（イメージ）

　　  和食または洋
食からお選びくださ
い　●和食膳（前日
まで要予約）　●お
まかせ洋食セット（3
日前まで要予約）

秋旅・大阪2食付プラン

健康一番:朝食付プラン健康一番:朝食付プラン
※詳しくは施設にお問い合わせください
6,500円平日1室2名 8,500円土・休前日

12/20
まで

健やか朝食付きプラン健やか朝食付きプラン
※詳しくは施設にお問い合わせください

※キャンペーン対象：
利用料金5,500円以上

6,200円平日 8,300円土・休前日

朝食バイキング付バリュープラン朝食バイキング付バリュープラン

★エグゼクティブツインルーム（約30㎡）にご宿泊
※詳しくは施設にお問い合わせください

5,900円平日1泊朝食付 
1室2名～

6,900円土・休前日

12/30
まで

あわびのお造り付プランあわびのお造り付プラン
※詳しくは施設にお問い合わせください

10,800円平日1泊2食1室2名～ 11,800円土・休前日

12/22
まで

宮島「紅葉谷公園」
の紅葉見頃：11月中
旬～下旬（宮島まで
JR＋フェリー 50分）

～山口の地酒と薩摩の焼酎と共に～

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/umeda-tullys.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/osaka-autumnplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-genkiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/shirahama-kueplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/shirakama-awabiplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-fuyunomikakuplan.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
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/post-80.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-fugukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-mikakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/06/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/kumamoto-simpleplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/package/


<<
  /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


