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●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒
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ロープウェイまで
ゲレンデが目の前★パウダースノースキーを満喫
徒歩1分
アフタースキーは開湯1900年の温泉で身も心も癒される

冬蔵王満喫プラン
1泊2食 平日

1室２名〜

群馬県

※土・休前日利用
は プ ラ ス1名 様
1,000円
※1室1名 様 利 用
円
はプラス3,000円

8,600円 9,600

夕食は、
旬の和食会席
または牛カルビ鉄板焼き
（お肉たっぷり250g)
★冬の味覚汁物付
（きりたん
ぽ汁、寒鱈汁、地元名物
「カラカラ汁」
など）

水上温泉

お肉のお好きな方におすすめ

12月・２月

１月・３月

வˑ 12/23〜3/31（12/29〜
1/3除く）
／トイレなし客室利用
は1名 様1,000円 引※冬 季 の み
土・日・祭日、年末年始は駐車場料
金1台500円

●蔵王名物生ラムジンギスカン
基本料金からお人様500円引
※専用ルームでお肉たっぷり
牛カルビ（イメージ）
●米沢牛とフカヒレ大根の
お1人様250gを特製のタレで
冬特撰会席プラン
●蔵王牛小鍋プラン
お1人様プラス2,200円
お1人様プラス1,200円
（要予約2日前／ 1名様から）
（要予約2日前／ 1名様から）
※霜降り米沢牛の朴葉焼きと
※基本会席の小鍋を蔵王牛
フカヒレ姿煮付大根の煮物を
全山共通リフト券の
(90g)すき焼きorしゃぶしゃぶに
加えた会席膳
宿泊者割引
変更

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

1日券 5,000円⇒4,700円
2日券 9,200円⇒8,500円

平日天ぷら食べ放題

0278-72-2345

KKR水上 水明荘

スキー場（イメージ）

冬の得々連泊

天然温泉１００％＆白銀に包まれた静かな一軒宿
天然温泉１
然温泉１００％＆白銀に包まれた静かな一軒宿
０％ 白銀 包まれた静かな一軒

プラン

近隣４か所の選べるスキー場で水上の冬を満喫♪

マル得

スキー＆スノボプラン
平日

1泊2食

1室２名〜

1泊2食
1室2名〜

土曜日と12/23〜30、
1/8、3/19

平日天ぷら
食べ放題

11,350円 12,550円
〜12,050円 〜13,250円

お食事処
天ぷらコーナー
井上料理長

※詳細は施設に
お問い合わせください

宝台樹スキー場（イメージ）

選べる４か所スキー場のリフト1日券付♪

地元群馬の食材を活かした料理長おすすめ会席

（通常4,000円〜
4,500円相当）

昼食付

越後湯沢

3/31
まで

楽しいいちご狩り

12月中旬〜3月下旬（12/31〜1/2除く）

●玉原スキーパーク
（車約60分） ●ノルン水上スキー場（車約10分）
●奥利根スノーパーク
（車約10分） ●宝台樹スキー場（車約30分）
プラス2,000円※積雪状況などにより期間が変更になります
（要予約） ★奥利根スノーパークは小学生以下リフト料金無料！
送迎 JR水上駅 無料送迎 迎え 14:55 15:40 送り 10:00
வˑ 12月中旬〜3/19
（12/31〜1/2除く）／ 1室1名様利用は

新潟県

8,350円〜

★2泊目500円引
★3泊目1,000円引

いちご
（イメージ）

焼肉食べ放題コース 3,100円
和昼食コース
2,200円

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424

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
展望温泉大 場と 潟の食を存分に楽しめる宿

ロープウェイ乗り場まで徒歩10分
日替わり新潟の名酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

選べるスキーリフト券付プラン
1泊2食

1室２名〜

日〜木曜日

金曜日

12,600円 13,600円 14,600円

夕食は季節のスタンダードコース
★日替わり新潟の名酒飲み放題＆
ソフトドリンク飲み放題
வˑ 1/4〜3/30 ／ 1名様プラス1,000円で
ベッドルームに変更可
（要予約）
送迎 JR越後湯沢駅 無料送迎

新潟県
池の平温泉

当館敷地内かまくら（イメージ）

土・休前日

お子様の
夕食は

ピザ（イメージ）

体験型ピザ食べ放題

お子様が作ったピザは皆で食べられます

お子様（小学生まで）全日

手ぶらでスキー・スノボパック
1室1名〜

7,700円

お子様
（小学生まで）全日

土・休前日

8,700円

5,500円

★中・高校生は大人料金から1,000円引

味には定評あり！上信越の食材を使用した和食コースと
唐揚げ食べ放題
வˑ 12/17〜3/31
（12/28〜1/2除く）／ 1日限定10室／

バス・トイレ付客室は1室あたりプラス3,000円

条件

NASPAスキー場（イメージ）

新潟県妙高市関川2275

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿
自然に囲ま
然に囲まれた源泉かけ流しの温泉
た源 かけ流しの温泉宿

平日

（4,000円〜4,500円相当）
●かぐら ●GALA湯沢 ●湯沢高原
●ナスパ ●神立高原
※お子様はリフト券付ではありません
★レンタルショップのご紹介もできます

0255-86-2113

KKR妙高高原 白樺荘

選べる特典 温泉施設入場無料！スキー＆スノーボードレンタル無料！

1泊2食

7,000円

５カ所のスキー場から
選べるリフト券付

杉ノ原スキー場（イメージ）

全室こたつ
完備

唐揚げ食べ放題
放題

特典 ●お1人様ごとにＡまたはＢから選べる特典
Ａ スキーまたはスノーボード一式・ウェア等
レンタルがチェックイン日からチェックアウト日
まで無料
Ｂ 近隣温泉施設「ランドマーク妙高高原」
3時間チケット
（徒歩700m）
●滞在中ソフトドリンク飲み放題コーナー
ǪȗǷȧȳ
送迎
セルフ飲み放題
（生ビール・ワイン・ 妙高高原駅
冷酒・熱燗）1,500円/90分
無料送迎（要予約）

池の平温泉スキー場（イメージ）

唐揚げ（イメージ）

●池の平温泉スキー場（徒歩10分）
●妙高杉ノ原スキー場（車10分）
●赤倉温泉スキー場（車10分）
★池の平温泉・妙高杉ノ原
割引リフト券フロントにてご用意
平日 2,800円 土・休前日 3,200円

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

kkrホテルズ
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岐阜県
平湯温泉

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626

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

平湯温泉スキー場（イメージ）

うれしい
無料送迎付

リフト券付で極上のパウダースノーを満喫！

スキーパック朴の木
1泊2食

1室1名〜

スキーパック平湯

土・休前日

平日

1室1名〜

9,700円

土・休前日

11,400円

★平湯温泉スキー場リフト1日券
（通常3,000円〜3,500円）
料金を含む

★ほおのき平スキー場リフト1日券
（通常3,100円〜3,900円）
料金を含む

スキーの後はあったか
山海鍋をご用意

平日

1泊2食

10,000円 11,700円

வˑ 12/19〜3/31
（12/28〜1/3除く）／
1名様プラス1,000円で特別和室でお部屋食に変更可
※リフト券使用日が土日祝日の場合は土・休前日料金になります

この冬
おすすめ

送迎
平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

山海鍋（イメージ）

ほおのき平スキー場（イメージ）

グルメプラン

THE GOURMET PLAN OF WINTER
神奈川県
箱根

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

KKR宮の下

静岡県
沼津

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

極上の味覚を存分に味わう☆
新春の箱根路を心ゆくまで満喫

海に近い宿に泊まって美味しい魚介を食べたい！

大漁

福ふくプラン
1泊2食 1室2名〜

平日

15,150円

14,450円

ふぐ刺、
ふぐ鍋、焼物をはじめ、最後の雑炊までの
本格的ふぐ会席
வˑ 12/18〜3/31（12/23・24、12/29〜1/3、1/7・8、
3/18・19除く）
／土・休前日利用は1名様プラス1,500円
★平成28年12月1日より全室禁煙となりました

料理（イメージ）

綺麗に見える富士山見学
（1〜3月はおすすめ）

「宮ノ下駅」
から無料送迎（14:30〜18:00）
送迎 箱根登山鉄道

新潟県
池の平温泉

1泊2食

12/18〜22、1/4〜3/10

12/25〜28、3/11〜31

●元箱根、成川美術館（バス25分）
●大涌谷、箱根ロープウェイ
（電車
20分）

新潟県妙高市関川2275
川

0255-86-2113
-2
211
13

KKR妙高高原 白樺荘

1室２名〜

13,850円

夕食は、❶または❷からお選びください
0g)＆
❶にいがた和牛コース A5等級にいがた和牛の陶板焼き(40g)＆
円
しゃぶしゃぶ(60g) ＋和食コース＋唐揚げ食べ放題
※しゃぶしゃぶ肉100g追加 2,800円（要事前予約）
円 ❷ズワイガニコース お1人様1.5杯分(3肩分)をカニ酢、
茹でガニ、
カニ小鍋＋和食コース＋唐揚げ食べ放題

●沼津港深海水族館：シーラカンス
の冷凍個体は必見（車10分）
●沼津漁港：昼食に！新鮮な魚介類が
プラス2,000円／ 12/23・24、3/18・19は土・休前日料金にプラス 楽しめる飲食店街（車10分）
1,000円／ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
●三島スカイウォーク：日本最長の
つり橋
（車20分）
（要予約）
送迎 JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00
வˑ 12/10〜4/8（12/29〜1/3除く）／ 3/26〜4/7の平日は平日料金

長野県
上諏訪温泉

1泊2食

1室２名〜

平日

9,800円 10,800円

三重県

山梨県甲府市塩部3-6-10

055-252-1327

வˑ 12/15〜4/28
（12/29〜1/3除く）
／

鳥羽

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

甲州牛のステーキや甲斐サーモンなど山梨の食材
を生かした夕食
வˑ 1/4〜4/8 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円

（平日のみ利用可）／ 1日限定5室／トイレ付客室
利用は1名様プラス1,000円

KKR鳥羽 いそぶえ荘

三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226

伊勢海老の姿造りと鮑のやわらか陶板焼きプラン
1泊2食

土・休前日

9,950円 10,500円

●諏訪大社：日本最古の神社の一つ
（上社・下社とも車約20分）
●諏訪湖レジャーセンター：わかさぎ釣り
（車約10分）

鮑は卓上で柔らかく旨味を閉じ込めた
「蒸し焼き」
でお召上がりください

うまいもんプラン
1室２名〜

料理（イメージ）

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

地元の食材を生かし手をかけた
味わい深い料理をお楽しみください

平日

ロビーに
ホットドリンクバー
登場

※3/26〜31、
4/12〜21の平日はお1人様プラス500円
ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレステーキがメインの
和風会席 ★ハーフバイキング＆ソフトドリンク飲み放題付

山梨県

1泊2食

0266-58-1259

土・休前日

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

甲府

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

KKR諏訪湖荘
KR諏訪湖荘

★高校生以下は1,000円引
வˑ 12/17〜3/31
（12/28〜 特典 ●スキー・スノボ手ぶらパック1日1,080円 送迎 妙高高原駅
1/2除く）
／バス・トイレ付客室は ●セルフ飲み放題
（生ビール・ワイン・冷酒・熱燗） 無料送迎（要予約）
1室あたりプラス3,000円
1,500円/90分

KKR甲府ニュー芙蓉

漁師鍋（イメージ）

ズワイガニ鍋と長野県産牛ヒレステーキプラン
にいがた和牛・ズワイガニ（イメージ）

9,980
土・休前日 10,980
平日

11,350円

期間限定で滞在中お茶菓子おかわりコーナーできました

❶にいがた和牛 ❷ズワイガニ
1室1名〜

土・休前日

平日

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
畳の館内が心地よ
の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
天然 泉かけ流しの宿

一般のお客様なら16,300円のプランがこのお値段！

選べるグルメプラン

海鮮漁師鍋プラン

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

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

1泊2食

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

KKR沼津 はまゆう

料理（イメージ）
●いちご狩り食べ放題（1月から）
30分
1,800円 提携農園100円引（車30分）
●梅の名所「不老園」2月下旬から梅の花が
咲きはじめます
（車10分）

平日

11,350円

土・休前日と12/23〜30

12,850円

鳥羽に来るなら絶
対行っておきたい
３大スポット！
伊勢海老の姿造り(2名様で1尾)、鮑の陶板焼き(1名様に1 ●鳥羽水族館
個)、ほかに月替わりで旬の魚介料理が付いた至福のプランです ●ミキモト真珠島
●鳥羽湾めぐり
வˑ 12/17〜4/8
（12/31〜1/3除く）
／トイレなし6畳／ト ※チケット付プラ
イレ付8畳利用は1名様プラス1,000円
（2名様以上）
／バス・ ンもありますので、
トイレ付特別室利用は1名様プラス2,000円
（2名様以上）
／ 施設にお問い合
わせください
電話予約限定
1室２名〜

伊勢海老（イメージ）

運行日は1面をチェック
※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり
（消費税込）の料金です ※施設により、別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします
※特に明記のない場合、
「平日」は日〜金曜日を、
「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します ※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」
とお伝えください）

●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

＋入湯税
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このマークのついた施設は別途入湯税
（1 泊あたり150 円）
をお預かりします

＋入湯税
●特別な表記がない限りお一人様あたりの組合員料金です︒組合員証等のご提示をお願いします︒ ●お子様料金は小学生以下が対象となります︒

中目黒・伊豆長岡・平湯・熊本
2016年 客室を改装or新設しました

KKRは もっと快適に
KKR伊豆長岡 千歳荘（イメージ）

熊本県
熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

096-355-0121

KKRホテル 熊本

洋室指定

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

「水・緑・光」
を各フロアに配した洗練されたデザイナーズルーム

朝食付
1泊朝食付

がまだすプラン

平成28年10月全客室リニューアル
デラックスツイン（イメージ）

※熊本弁でがんばるの意味
平日

7,300円

土・休前日

8,300円

●1名様プラス
平日2,700円、
土・休前日3,700円で
※1室1名様利用はプラス2,000円
（ツイン）
デラックスツイン又は
※1名様プラス1,000円でお城側のお部屋に変更可（2名様から） 和洋室に変更可
●デラックスツインは
朝食は和洋バイキング
（50種以上）
1室3名様まで、
（通常1泊500円）
特典 駐車場料金無料
和洋室は1室4名様
வˑ 12/17〜4/30
（12/31〜1/2除く）
までご宿泊可能
1室２名〜

東京都
中目黒

平成
28年
10月

●新しくなったデザイナーズルームは当ホテルの
コンセプトイメージ
『水・緑・光』
をモチーフにトッ
プデザイナー本田純子が監修
●ベッドはシモンズ社製のマットレスを採用
理想の眠りを実現した広めのベッドでゆったり、
快適な睡眠をご体感ください

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131

KKRホテル中目黒

静岡県
伊豆長岡温泉

緑に包まれた都心のビジネスホテル

間もなく改装１周年の当ホテルで
快適にお過ごしください

和モダンな
ベッドルーム利用

6,600円

1泊2食

ツインルーム（イメージ）

朝食は和食ビュッフェを無料サービス

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12/25

1室２名〜

●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）

055-948-0010

年10月
平成28

ム新設
ベッドルー

パノラマ富士山プラン

平日

9,900円

お子様
（小学生まで）全日

வˑ 〜4/8

静岡県伊豆の国市古奈82

KKR伊豆長岡 千歳荘

駿河湾と富士山を眺めながら
家族で楽しめるチケット付

平成28年２月リニューアル！

（ツインルーム）
1泊サービス朝食付 1室1名
（シングルルーム）1室2名

7,100円

城側ツイン（イメージ）

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

シングル・ツインルームプラン
全日

全客室をデザイナーズ
ルームにリニューアル

土・休前日

10,900円
5,400円

旬な食材を
使った会席
料理

客室（イメージ）

和モダンなベッドルーム
3室が完成 平成28年10月

※1/7・8、
3/18・19は土・休前日料金にお1人様プラス1,000円
★当館から車10分の「伊豆の国パノラマパーク」
入場券付（通常1,600円） ●2室は車いすでもそのまま入れる

வˑ 12/17〜3/31
（12/29〜1/3除く）
／和室利用はお1人様 「バリアフリー対応」
●1室はソファーベッドで3人泊まれる！
1,000円引 ※天候により、富士山が見えない場合もあります

飛騨家具のベッドルームが誕生します！

4/3で0 ★追加料金なしで和室からベッドルームに（通常1名様プラス1,000円→0円）
ま

変更できます

KKR平湯たから荘

0578-89-2626

飛騨家具（イメージ）

▲ UP

