伊豆長岡
パノラマ富士山プラン

長岡で見る！？
■お一人様あたりの組合員料金

平 日

1泊2食

平湯 スキーパック 朴の木

下呂 冬の寒ブリ 舟盛と
飛騨海鮮 彩々鍋会席

ホ オ

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
1室1名～

土・休前日

平 日

★通常3,100円～3,900円のほおのき平スキー場リフト券料金を含む

夕食は家族で囲めるお手軽山海鍋コース♪
12/19～3/31（12/28～1/3除く）

ほおのき平スキー場
（イメージ）

山の幸・海の幸を盛り込んだ冬ならではの豪華海鮮鍋

期間限定

特選 海鮮鍋プラン

1室1名～

1室1名～

14,500 円

15,500 円

外壁リニューアル
特別謝恩プラン

全 日

11,800 円

1室1名～

10,300 円 11,300 円

料理
（イメージ）※写真は4名様用

1名様プラス1,000円で
特別和室でお部屋食に変更可

●新穂高ロープウェイ
（通年営業）
●平湯大滝結氷祭り
冬のライトアップ（2/15～25）

平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

KKR 平湯たから荘
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

甲府

チェックイン ／15:00
チェックアウト／10:00

全室T付

☎0578-89-2626

北風が雲を飛ばす青空に浮かぶ富士山はと～っても♪きれいです
お宿は温か～いお料理でお待ちいたしております

紺碧の空と富士山そしておごっそう！

おごっそうプラン

※甲州弁でご馳走の意味

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
1室2名～

平 日

土・休前日

富士山
（イメージ）

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

四季彩膳 プラン
1室2名～

土・休前日

9,950 円 10,500 円

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
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
※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

山梨県
甲府

料理
（イメージ）

おすすめ観光

●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）
●例年4月上旬は、甲府盆地が桃源郷と
言われる桃の花の見頃 おすすめスポット
中央高速道路下り釈迦堂パーキング

KKR 甲府ニュー芙蓉
山梨県甲府市塩部3-6-10

KKR 下呂しらさぎ

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

11,350 円 13,850円

※3/18・19は土・休前日料金に1名様プラス1,000円

アワビ 、サ ザエ、ホ
タテ、海老、鯛など豪華な
魚介を豪快に漁師鍋で♪

1室2名～

■お一人様あたりの組合員料金

6,800 円 9,500円

6畳トイレなし客室／トイレ付客
室は1名様プラス1,000円／バス・
トイ
レ付客室は1名様プラス2,000円
おすすめ観光

12/17～4/8（12/24～
1/3除く）／1室1名様利用はプ
ラス1,000円

神奈川県
片瀬海岸

☎055-931-0592

チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

1泊2食

平日はお膳料理、
土・休前日は会席料理で
おもてなし

土・休前日

車、荷物等朝から預かり可

KKR 沼津はまゆう
静岡県沼津市志下192

平 日

1泊2食

●江ノ島シーキャンドルライトアップ
（11月下旬～2月上旬頃）
●早春江ノ島春まつり
（2月下旬頃から）

KKR 江ノ島ニュー向洋

☎0466-23-7710

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00

客室一部BT付

箱根

2016年9月18日アドベンチャーワールドで
ジャイアントパンダの赤ちゃん誕生!!
～アドベンチャー

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
を
お預かりします

逗子

豪華四季めぐり会席プラン
お子様（小学生） 全日8,800円

1泊2食 1室2名～

12/25～28、3/11～4/30

12/18～22、1/4～3/10

平 日

10,650 円

9,950 円

山海の味覚を存分に味わえる
季節の創作会席料理

12/18～4/30（12/23・24、
12/29～1/3、1/7・8、3/18・19除く）

おすすめ観光
土・休前日利用はプラス1,500円
★2016年12月1日より全室禁煙

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」
から無料送迎（14:30～18:00）

KKR 宮の下

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

綺麗に見える富士山見学

（1～3月はおすすめ）
●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）

☎0460-87-2350

ド
ャーワール
チ
ン
ベ
ド
ア

※小学生未満のお子様の入園券は別途フロントにてご購入ください

（車10分）

当館自慢クエ小鍋付

※別途、入湯税
（1泊あたり
150円）
をお預かりします

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日

平 日

9,000 円 10,000 円

1室2名～

道後
温泉

伊勢海老の姿造りと
松阪牛の陶板焼きプラン

KKR 白浜 美浜荘

クエ小鍋
（イメージ）

12/17～3/31
（12/31～1/2、3/18・19除く）

伊勢シーパラダイス
（イメージ）

☎0739-42-3383
和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

チェックイン／15:00

伊勢志摩プラン

■お一人様あたりの組合員料金

平 日

土・休前日と
12/23～30

1室2名～

1泊2食

11,850 円
土・休前日と
12/23～30 13,350 円
平 日

水族館めぐり

1室2名～

1泊2食

8,500 円
10,000 円

②伊勢シーパラダイス
（伊勢／車25分）

③志摩マリンランド
（志摩／車35分）

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

三重県
鳥羽

日頃のご愛顧にお応えして
この時期のみのお得なプラン

年に一度の大感謝プラン ～premium

1泊2食

平 日

土・休前日

1室2名～

14,350 円

16,350 円

心から温まるお料理、温泉でお待ちしております

冬 坊ちゃんプラン

ふぐちり、ふぐの唐揚げ等の
1名様プラス3,000円で
ふぐ会席
厳選とらふぐ会席に変更可

平 日

土・休前日

1室1名～

10,650 円

13,150 円

瀬戸内等の食材を
中心にした献立
道後温泉本館
（イメージ）

1泊2食

平 日

土・休前日

1室2名～

12,300 円

15,300 円

ご夕食は「近江牛特別会席」ま
たは「特別京会席」をご賞味いただき
ます
●ホテルレストランランチ
10％割引券進呈
●売店ご利用時5％OFF

1泊2食

平 日

土・休前日

1室2名～

12,300 円

15,300 円

冬の味覚
よいとこどり会席

日頃のご愛顧に感謝いたしまして
1日5室限定のお得なプラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

※3/11～31利用は1名様プラス1,000円

琵琶湖

年に一度の大感謝 プレミアムプラン

の

■お一人様あたりの組合員料金

1/6～2/28（2/24・25除く）
／客室定員利用／1日限定5室

近江牛特別会席
（イメージ）

料理
（イメージ）
大浴場と露天風呂
（イメージ）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

12/17～3/31（12/30～1/3除く）／
ツイン1室2名様利用はお一人様1,000円引

京都駅まで
送迎バスとJRで約20分！

客室
（イメージ）

露天風呂
（イメージ）

湯田
温泉

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

わくわくファミリープラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平 日
土・休前日

おとな

A お子様

B お子様

12,050 円 8,400 円
14,050 円 9,800 円

12/17～3/31（12/31～1/2除く）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

露天風呂
（イメージ）

日本庭園を眺めながら
会席をご堪能ください

城崎
温泉
1室2名～

大和牛 会席プラン

1泊2食

平 日

土・休前日

1室2名～

13,300 円

14,300 円

城崎温泉

冬の味覚プラン

活けがに三昧

かに三昧

29,900 円 19,900 円 16,900 円 15,900 円

ズワイガニの本場、城崎で
カニ料理を堪能できるコースを4
種類ご用意
甘味たっぷりのカニ身に自慢の特
製ダシがよく合うカニすき鍋をは
じめ、カニ刺し、焼きガニと、カニ
をたっぷり味わっていただきます
12/17～4/2
（12/29～1/3除く）

チェックイン ／15:00

チェックアウト／10:00

おすすめ観光

全室T付

KKR 奈良みかさ荘
奈良県奈良市高畑大道町1224

※活けがに三昧は2/28まで

但馬牛会席プラン

●若草山山焼き
（1/28）
●節分万燈籠（2/3）
●なら瑠璃絵（2/8～14）
●二月堂修二会（3/1～14）

奈良県
奈良

かにづくし

■お一人様あたりの組合員料金

料理
（イメージ）

☎083-922-3268

かに御膳

地元ブランドの但馬牛を
味わい尽くす特別会席プラン

若草山の山焼き
（イメージ）

KKR 山口あさくら

☎075-222-0092

ズワイガニと外湯めぐりで城崎温泉を満喫！

かにづくし
（イメージ）

大和牛会席
（イメージ）

山口県山口市神田町2-18

チェックイン ／15:00
チェックアウト／10:00 全室T付

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

1泊2食 平日

12/17～3/25
（12/31～1/2除く）
／1室1名様利用はプ
ラス1,000円

④夕食時、日本酒またはソフ
①夕・朝食時、小学生未満の
トドリンクを大人お1人様
お子様にお子様ランチを
1杯サービス
1組につき1名様分サービス
②小学生未満のお子様にアイ ⑤早めのチェックイン14:00
からOK
スクリーム券をプレゼント
③小学生のお子様に夕食時、 ⑥遅めのチェックアウト11:00
までOK
子どもビール(炭酸飲料)を
1本サービス

おすすめ観光

角島
（イメージ）

KKR 京都くに荘

■お一人様あたりの組合員料金

夕 食 はメイン が
大和牛ステーキの会席
料理
朝食には、大和名物
「茶がゆ」
（白ごはんに
も変更可）

家族みんな嬉しい特典6点

山口県
湯田温泉

全室BT付

☎077-578-2020

滋賀県大津市下阪本1-1-1

外観
（イメージ）

6,000 円
7,000 円

●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！

チェックイン ／15:00
チェックアウト／10:00

京都府
京都

■お一人様あたりの組合員料金

★1・2月は大人500円引、Aお子様400円引、Bお子様300円引
※12/22・27～30、1/3・7・8、2/10・11・24、3/18・19利用は特別料金(施設へ要問合せ)

山口の旬の味覚を取り入れた
月替わりの会席料理(全12品)
A お子様 夕食：子ども会席 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

KKR ホテルびわこ

滋賀県
琵琶湖

奈良

小さなお子様も大歓迎！ご家族みんなに嬉しい特典付

ご宿泊前後の京都観光も
おすすめです

朝日を望む露天風呂
（イメージ）

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

☎089-941-2934

1/7～3/18
平 成 2 9 年 は「 大 政 奉 還 」から
150年にあたり、幕末ゆかりの寺
院を中心に、初公開の寺院など
14か所で、通常非公開の文化財
を拝観することができます

おすすめ観光

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

愛媛県
道後

おすすめ観光

『第51回京の冬の旅
文化財特別公開』

JR唐崎駅無料送迎
駅到着時にお電話ください

料理
（イメージ）

※写真のふぐ刺しは3人前です

●早めの到着 13時から
チェックイン可（通常15時）
●ゆっくり滞在 チェックアウト
11時まで（通常10時）

※別途、入湯税（1泊あたり
150円）
をお預かりします

1/6～2/28／セミダブルベッ
ドルーム1名様利用はプラス1,000円
／セミダブルベッドルーム2名様利用
はお1人様1,000円引／1日限定5室

●道後温泉本館も平成29年10月改修工事を迎えます
改修工事が始まる前にお越しいただければと思います
●坊ちゃん列車、松山城など見どころいっぱい

客室一部BT付

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

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

1泊2食

平 日

1室2名～

14,900 円

ブランド牛として人気の
但馬牛を３つのメニューでご
提供（しゃぶしゃぶ・ステーキ・
炙り握り寿司）
12/17～3/31
（12/29～1/3除く）

兵庫県
城崎

舟盛（イメージ）

料理（イメージ）

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
※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
兵庫県豊岡市城崎町湯島75

チェックイン ／14:00
チェックアウト／10:00

客室一部
T付

☎0796-32-2631

2品食べたい方には「お好きな
贅沢グルメ」にプラス2,000
円で「よくばりプラン」がおす
すめ 6名様以上で個室宴会も
OK（要予約）新年会や歓送迎
会にもぴったり！

13時からチェックイン
OK（要予約・除外日あり）

（イメージ）
贅沢グルメ

☎0599-25-3226

京都

美食ふぐ会席プラン

おすすめ観光

おすすめ観光

チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00

おいしいお料理と
奥道後の温泉をご堪能ください

5,980 円 6,980 円 8,480 円
7,980 円 8,980 円 9,980 円
9,980 円 10,980 円 11,980 円

伊勢海老（イメージ）

三重県鳥羽市安楽島町1075

チェックアウト／10:00 客室一部BT付

土・休前日と
2/10

伊勢海老はお造りで、鮑は季節の野菜と一
緒に陶板焼きで、金目鯛は切り身の煮付けで、お
食事は月替わりの釜飯と伊勢海老の味噌汁でお
召し上がりください
熱海梅園梅まつりに因み梅酒をサービス

3/11・
4/15 ★20:20から25分間
約3000発の花火が熱海港から
打ち上げられます。フィナーレを
飾る
『大空中ナイアガラ』は圧巻

KKR ホテル熱海

静岡県
熱海

静岡県熱海市春日町7-39

☎0557-85-2000
チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00

鎌倉

神奈川県
逗子

1/9～4/27（3/18・19・25、
4/1除く）／1室1名様利用は
プラス1,100円／1日限定3
室／大正館指定は1名様プラ
ス1,100円 選べるグルメ（イメージ）

KKR 逗子 松汀園
神奈川県逗子市新宿3-2-26

☎046-871-2042

チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00

全室BTなし

全室T付

レトロな電車で鎌倉巡り！ 人気撮影スポットが満載

江ノ電でぶらり・途中下車の旅プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平 日

土・休前日

1室2名～

10,800 円

15,300 円

月替り会席料理
（全9品）

★訳あり価格日（12/26以降に発表）は上記料金より
お1人様500円～最大2,000円引！

KKR 鳥羽いそぶえ荘

鳥羽水族館
（イメージ）

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

お好きな贅沢グルメ

●伊勢神宮（車30分）
●鳥羽三女神めぐり
「伊射波神社」志摩国一の宮・縁結びの神
「神明神社」女性の願い事をひとつ必ず叶
えてくれます
「彦瀧神社」女性特有の病・安産の神
●賢島エスパーニャクルーズ
（伊勢志摩サミット開催地）

（鳥羽／車10分）

12/17～4/8（12/31～1/3除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）／
6畳トイレなし客室利用／トイレ付8畳利用は1名様
プラス1,000円

名物・豪快舟盛会席

3月の平日と
4/2～4

お好きな贅沢グルメは、
絶品あわび、葉山牛サーロイン
陶板焼、葉山牛しゃぶしゃぶ、あ
わび＆海鮮しゃぶしゃぶの中から
お好きな1品をお選びください

伊勢海老の姿
造り(2名様で1尾ご
用 意 ) 、松 阪 牛 の 陶
板焼きのほかに月替
りで旬の魚介料理が
付いた至極のプラン
です

①鳥羽水族館

魚介類中心の月替わり会席
★伊勢海老・鮑は追加で注文できます
（前日まで要予約）

和歌山県・白浜

お子様（小学生） 全日6,300円

の高級魚をご賞味ください！

人気者ジャイアントパンダ
が待っている！ ほかにマリ
ンワールド、サファリワール
ド、遊園地もあるので、家族
で1日を満喫

1室1名様利用
はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

冬の味覚会席プラン

チェックイン ／15:00
チェックアウト／10:00

全室T付

夕食は、お造り3種盛りに
12/17～4/8
円
「鮑」をお1人様に1個ご用意
（12/31～1/2、
※アドベンチャーワールド入園券（大人4,100円相当）付
3/18・19除く）

幻の魚「クエ」を気軽にお試しいただけるプランをご用意！

1泊2食

三重県が世界に誇る2大ブランドを味わう贅沢プラン

お伊勢さんご参拝のあとは鳥羽まで足を延ばしてリフレッシュ

料理（イメージ）

14,900 円 15,900

1室2名～

木賀会席 プラン

土・休前日

平 日

1泊2食

鳥羽

伊勢神宮（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

徳川将軍家献上の名湯「木賀温泉」
源泉掛け流しの露天風呂で疲れを癒してください

古都鎌倉へは電車でひと駅！しっぽりと冬の古都鎌倉・
湘南へ 訳あり価格はもちろん最安値！
お気軽にお問い合わせください

ちょっと軽めの会席

ワールド入園券付～

赤ちゃんパンダ誕生記念！

15,150 円 14,450 円

当ホテルから車で10分

（4/2～4除く）

アドベンチャーワールドの
赤ちゃんパンダ
（イメージ）

15,800 円
18,800 円

樹齢百年を越える梅の古木を含め、
59品種：472
本の梅が咲き誇り、
早咲き→中咲き→遅咲きと、
順番に開花していくので、お祭り期間中充分に梅をお楽
しみいただけます
★期間中は園内に足湯や売店がオープン
★熱海芸妓連演芸会や琴演奏会、甘酒無料サービスあり
（実施日限定）

1/4～4/28
（3/18・19除く）／
1室4名様以上利用は
お1人様1,000円引

1泊2食 1室2名～ 1・2・4月の平日

南紀白浜

1室1名～

熱海梅園梅まつり １月中旬～３月上旬

■お一人様あたりの組合員料金

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

福 ふくプラン

土・休前日

料理
（イメージ）

湘南 ぷらり旅プラン

全室T付

■お一人様あたりの組合員料金

神奈川県
箱根
木賀温泉

平 日

訳あり価格日は
最大2,000円引！

☎0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209

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）

伊勢海老＆鮑＆
金目鯛プラン

新江ノ島水族館（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

JR沼津駅南口
無料送迎 迎え16:00（要予約）

静岡県
沼津

12,800 円 15,800 円

早春 江ノ島お得プラン

★海鮮漁師鍋をあしたか
牛ステーキに変更可

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
を
お預かりします

全室T付

1室2～3名

土・休前日

組合員様限定のお得な宿泊プラン

1/4～4/8／3/26～4/7
の平日は平日料金に1名様プラス
2,000円／1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可）

静岡県伊豆の国市古奈82

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00

平 日

1泊2食

8畳トイレ付客室
※水族館臨時休館日 1/23～27

漁師鍋（イメージ）

☎055-948-0010

陶板焼きプラン

■お一人様あたりの組合員料金

料理
（イメージ）

熱海豪華スペシャル会席！

チェックイン ／14:00
チェックアウト／10:00

■お一人様あたりの組合員料金

■お一人様あたりの組合員料金

平 日

岐阜県
下呂温泉

12/18～3/31（12/23・24、12/29
料理
（イメージ）
～1/3、1/7・8、3/18・19除く）

※調理方法は月替わり／同一グループ同じもの

1室2名～

土・休前日

静岡県産３種肉

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)

料理
（イメージ）

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

お子様（幼児）全日5,300円

平 日

1泊2食

10,800 円 12,800円

大人2,100円、
小中学生1,000円、
幼児3歳以上600円相当付

和食会席＆お肉の大満足プラン

夕食は会席料理
（小学生のお子様はお料理が
選べます）

海鮮漁師鍋プラン

KKR 伊豆長岡 千歳荘

あしたか牛ステーキ
（イメージ）

★あしたか牛ステーキは金目鯛煮付に変更可

）

（沼津魚市場隣接

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日

熱海

お子様（小学生） 全日6,750円
お子様（3才から）全日6,250円

世界各地で発見された深海生物を
展示「こんな生物がいたんだ」と
いう発見をお楽しみください

静岡県・伊豆長岡

※1/7・8、3/18・19は土・休前日料金に
お1人様プラス1,000円

シーラカンス
（イメージ）

★新江ノ島水族館チケット：

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
を
お預かりします

平 日

この期間限定！選べる地元食材メニュー
①ワインビーフ ②富士桜ポーク
③甲州名物ほうとう
（合鴨入）

1泊2食

12/17～4/30
（12/23・24、12/31～1/2、
3/18・19除く）

1泊2食 1室2名～ 12/25～28、3/11～31 12/18～22、1/4～3/10

8,950 円 9,500 円

お子様（小学生）全日6,000円

※1月と3月に献立が入れ替わります

大漁

富士山や駿河湾を一望できる大きな展望デッキや円形
ウッドデッキの「富士見テラス」が2016年誕生!!
山頂では足湯に浸かりながら富士山を望めます
※ロープウェイは天候により運休あり
※富士山は天候により望むことができない場合あり

9,800 円 10,800 円

1室2名～

10,750 円 14,250円

旬な宿特別価格

チケット付プラン

平 日

1泊2食

土・休前日

海に近い宿に泊まって、
美味しい魚介を食べたい！

伊豆の国パノラマパーク（車で10分）

土・休前日

あしたか牛ステーキが
ついた会席料理

新江ノ島水族館

月替わり創作会席料理

三島スカイウォーク
（イメージ）

冬休み・春休みは、家族揃って
新江ノ島水族館へ遊びに行こう！

■お一人様あたりの組合員料金

※3/18・19は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
★通常大人1,600円の「沼津港深海水族館」チケット引換券付

和室・ベッドルーム利用
（リビング付ツインルームは別料金）

おすすめ観光

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

伊豆の国パノラマパーク
（イメージ）

平 日

お子様（小学生まで）
全日5,400円

季節の旬の食材を使用し
た創作和食会席（全8品）

土・休前日

平 日

1泊2食

（車で伊豆縦貫道経由30分）
歩行者専用としては日本
最長の大吊橋！
富士山と駿河湾を望める
（往復渡橋料金1,000円）

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平 日

1室2名～

三島スカイウォーク

あしたか牛ステーキプラン
1室2名～

巧味 会席プラン

■お一人様あたりの組合員料金

ズワイガニ、寒鰤、ホタテ
など海の幸が盛りだくさん!! 〆
は雑炊で♪
～3/31
（12/28～1/3除く）

岐阜県
平湯温泉

12/17～2/28（12/30～
1/5除く）

季節の旬の食材を使用した創作和食会席をお楽しみください

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1泊2食

沼津港深海水族館
チケット付プラン

1泊2食

お肉大好き

土・休前日

話題

湘南

世界的にも希少なシーラカンスの冷凍個体は必見

■お一人様あたりの組合員料金

静岡県産あしたか牛を満喫!

平 日

新鮮寒ブリ・鮪・太刀魚・甘海老等の
舟盛、サーモン・鱈・蛤等の海鮮飛騨味噌
鍋、飛騨牛ステーキ、ブリ塩焼きすだちソ
ースほかの冬季限定スペシャル会席

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅無料送迎 要予約

土・休前日

旬な食材を使った会席料理

■お一人様あたりの組合員料金

10,000 円 11,700 円

※別途、入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

※1/7・8、3/18・19は土・休前日料金に
お1人様プラス1,000円
★「伊豆の国パノラマパーク」入場券付
（通常1,600円）

お子様（小学生まで）
全日5,400円

充実の品揃えの冬季限定スペシャル会席

リフト券付で極上のパウダースノーを満喫！

※1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

8,900 円 9,900 円

1室2名～

沼津

12/17～4/9（12/29～1/3除く）

駿河湾と富士山を堪能できる「伊豆の国パノラマパーク」入場券付

江ノ電（イメージ）

鎌倉の海辺に建つ和風リゾートホテルで
自慢の会席料理をお召し上がりください

早春の鎌倉 グルメ会席プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平 日
土・休前日

12,800 円
17,300 円

1/4～3/17
※12月までと3/18以降は
料金が変わりますので、
お問い合わせください

4種類の中からメインが選べ
るグルメ会席（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

●江ノ電１日乗車券『のりおり君』付

（小学生以上大人600円・子供300円相当）

●小学生未満のお子様にはキャラクター袋入
お子様アメニティプレゼント♪
●小学生未満で添い寝のお子様は無料

（夕食時にご飯＋お味噌汁＋ふりかけサービス）

●駐車場はチェックイン前でもＯＫ！

神奈川県
鎌倉

KKR 鎌倉わかみや
神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

☎0467-25-4321

チェックイン ／15:00 チェックアウト／10:00

全室BT付

