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北海道ならではの食材を吟味し季節に合わせた料理

北海道のとれたてご馳走プラン

KKR かわゆ
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

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） 北海道庁旧本庁舎（イメージ）北海道庁旧本庁舎（イメージ）

とってもリーズナブルな朝食付プラン

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
011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

函館･湯の川温泉

川湯温泉

とってもリーズナブルな朝食付プラン

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

海道
00
海道北海

カジュアルプラン

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

北海道
0138-57-8484 
北海道函館市湯川町2-8-14

季節の旬素材を
使った会席料理

モーニングコーヒー
サービス

～3/31 ／ 1室1名様利用
はプラス1,000円／ 1名様
プラス1,000円で特別室に
変更可

1泊2食 平日

1室2名～ 11,000円 12,000円

土・休前日

料理長が厳選した北海道の味覚をあしらいました

蔵王パウダースノープラン

北海道の季節の素材に
こだわった和食会席を
お部屋食で♪
※レストラン食に変更
もできます
～3/31

  　　  　　はこだてイルミネーション（イメージ）  　　  　　はこだてイルミネーション（イメージ）

札幌

組合員様限定

蔵王温泉 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2食 平日　1室2名～

和食会席プラン・
牛カルビ鉄板焼きプラン

1月・3月

8,600円

10,800円

2月

9,600円

11,800円
米沢牛とフカヒレ大根の
冬特選会席プラン

ゲレンデが目の前、樹氷のピークは例年2月頃

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

平日

,000円 12,000円

土・休前日

した北海道の味覚をあしらいました

の素材に
食会席を

美食会席プラン

  　　冬の味覚汁
物付（地元カラカ
ラ汁、きりたんぽ
汁、寒鱈汁など）

※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3,000円
樹氷（イメージ）樹氷（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名～ 6,830円 7,330円

土・休前日 1泊朝食付 平日

1室2名～ 3,900円 4,900円

土・休前日

特典 朝食は道庁の景色を楽しみながら
お召し上がりいただけます

～4/28（2/4～11除く）／ 1室1名様利用は
プラス1,400円／ 1名様プラス
2,000円でスーペリアツインに
変更可（2名様以上）

　　  1/10～3/31 ／トイレ
なし客室利用は1名様1,000
円引　※冬季のみ土・日・祭
日は駐車場料金1台500円

周辺の豊かな森林から発散するマイナスイオンによるリラックス効果もあり

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
～ 川湯温泉は湯治場として知られる名湯 ～ ●札幌時計台（徒歩10分）　●さっぽろテレビ塔（徒歩10分）

●大倉山（地下鉄＋バス40分）　●小樽（電車45分）

はこだてイルミネーション（2/28まで）

JR山形駅より蔵王温泉
行き直行便で約40分、
バスターミナルから当館
まで徒歩5分

バスでのアクセス
※北都交通が実施するもので、手配・媒
介・取次を行うものではありません

円2,000大人

旬の味覚が満載♪
のんびりお部屋食 ロープウェイまで徒歩1分

1日券 5,000円⇒4,700円
2日券 9,200円⇒8,500円

全山共通リフト券の宿泊者割引

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/01/kawayu-toretategotisouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/hakodate-bisyokukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/zaou-powdersnowplan.html


和食コースと唐揚げ食べ放題

  　　1/10～3/31 ／
1日限定10室／BT付客
室は1室プラス3,000円

　　  旬な食材を
使った会席料理
 　　 ～4/8／1室
1名様利用はプラス
1,000円

スキー・スノボレンタル無料 or 温泉施設入場無料

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

新潟県
池の平温泉 0255-86-2113

新潟県妙高市関川2275

1泊2食 平日

1室1名～ 7,700円

土・休前日

8,700円

妙高高原駅 無料送迎（要予約）送迎
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甲州の味便り うまいもんプラン♪

　　 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

リフト1日券がセットになったお得なプラン♪

1泊2食 1室2名～

平日 11,350円～12,050円

12,550円～13,250円

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿

土曜日と
3/19 

群馬県
0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

宝台樹スキー場（イメージ）宝台樹スキー場（イメージ）

水上温泉

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

季節の料理長おすすめ会席
～3/19／1室1名様利用はプラス2,000円

※スキー場により料金が変わります

KKR 甲府ニュー芙蓉
055-252-1327

♪♪やわらかい甲州牛のステ－キや清流で育った甲斐サ－モン♪♪

※詳しくは施設にお問い合わせください

1泊2食 9,950円~
土・休前日10,500円~
平日4/26

まで

マル得
平日は天ぷら食べ放題

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

送迎

スキー場のリフト1日券付♪

●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）
★奥利根スノーパークは小学生以下リフト料金無料！

（通常4,000円～4,500円相当）

スキー場から選べるリフト券付

●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

（4,000円～4,500円相当）

リフト1日券がセットになったお得なプラン♪ララララ

1泊2食 1室2名～

平日 11,350円～12,050円

12,550円～13,250円

KRKKR水上 水明荘水上 水明荘
然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿天然温泉1 ％＆ 銀に包まれた静かな一軒宿

土曜日と
3/19 

群馬県
02027
県利根群馬 根

メーイメメ（イ宝台樹スキー場（台宝台宝台樹台樹ススキー場（イ（イメー

水上温泉

マル得
平日は天ぷら食べ放題

スキー＆スノボプラン
　　  朝食は和食ビュ
ッフェを無料サービス

　　  1/14～4/3（火～金曜日
除く）※火～金曜日は1泊目と同
額で宿泊可（特典・連泊割引なし）

2月で改装1周年！　大浴場は24時まで入浴可能

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

●渋谷（4分） ●明治神宮
前(原宿)（7分） ●新宿三
丁目（12分） ●六本木（8
分）※電車・地下鉄で中目黒
駅からの所要時間

連泊格安プラン
1泊サービス朝食付

1泊目

1室1名（シングル・共用風呂）

6,100円

5,600円2泊目・3泊目

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

※1室1名(シングル・風呂付)は
プラス1,000円
※1室2名(ツイン・風呂付)は
お1人様プラス500円

　　  遅めのチェック
アウト可（通常10:00
→12:00）

特典

土・日・月曜日限定

スキー・スノボパック手ぶらで

横浜中華街「春節」
獅子舞や龍舞など中国の伝統
文化を紹介（1/28～2/11）

箱根ガラスの森美術館「ヴェネチア仮面祭」
仮面・マントは貸出45分間無料（3月末頃まで）

●熱海梅園梅まつり
（1/7～3/5）
●熱海海上花火大会
（3/11・4/15）

レストランから横浜の夜景を満喫！

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

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

　　  シェフ厳選
の素材を生かした
体に優しいカジュ
アルフレンチ

冬の横浜！

　　  板長が腕に
よりをかけた会席
風和食コース

朝食時にコーヒー付
　　  ～3/30／ 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

1泊2食 平日

1室2名～ 6,800円 9,500円

土・休前日

KKR江ノ島ニュー向洋限定1,000円お年玉宿泊券付！

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

1/10～3/31 ／
トイレなし和室
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 江ノ島と富士山（イメージ）江ノ島と富士山（イメージ）

春の感謝プラン

車・荷物、朝から
預かり可

特典

※詳しくは施設にお問い合わせください

10,250円

■1泊2食 1室2名～

12,250円土・休前日
平日

特選ふぐ会席プラン 3/31
まで

お年玉
宿泊券付

5,000円以上の宿泊プランで組合
員限定KKR宿泊割引券(2,000円)
とKKR江ノ島ニュー向洋限定お年
玉宿泊券(1,000円)が併用可能
※KKR江ノ島ニュー向洋限定お年玉宿泊券
は、施設が発行する組合員限定割引券です　
※詳しくは直接施設にお問い合わせください

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎
（14:30～18:00）

送迎

し
ま
す

箱根仙石原にあるヴェネチアン・グラス専門の美術館

1泊2食 1室2名～ 1/10～3/10

平日 11,050円 11,750円

3/11～4/10

1泊2食 平日
1室2名

（海側和室）11,000円 12,000円

土・休前日

ハマの板長おすすめプラン会席風
1泊2食 平日
1室2名

（海側和室）13,000円 14,000円

土・休前日

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

小
学
生
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す
。

●
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小

箱根仙石原にあるヴェネチアン・グラス専門の美術館美術館

1泊2食 1室2名～ 1/10～3/10

平日平日 1111,050050円円 1111,750750円円

3/11～4/10

箱根・木賀温泉 KRK R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 、箱根七湯のひとつ 賀温

神奈川県
20460-870460- 7-2
木川県足柄下郡箱根神奈川 足柄下郡 根町木

箱根ガラスの森美術館チケット付プラン

季節の創作会席料理

1/10～4/10（3/18・19除く）／土・休前
日利用は1名様プラス1,500円／1室1名
様はプラス1,500円（平日のみ利用可）

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

3523 0
賀101木賀 4

2
木

1泊2食 平日

1室2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

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）
　　  ～4/28（3/18・19除く）／和室
またはツイン利用／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

客室（イメージ）客室（イメージ）

15,800円

■1泊2食 1室2名～
18,800円土・休前日平日

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン 4/28
まで

★伊勢海老のお造り＆鮑の陶板焼き＆金目鯛
の煮付け付の豪華会席
※詳しくは施設にお問い合わせください

プレミアム地産牛をお好みの方法で

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

  　　あしたか牛の調理方法は3種類から選べます
●ステーキ ●しゃぶしゃぶ ●すき焼き（1グループ1種類／
2名様から） ★あしたか牛を海鮮漁師鍋に変更可

1泊2食 平日

1室2名～ 11,350円 13,850円

土・休前日

あしたか牛プラン

  　　1/10～4/8 ／ 3/26～4/7の平日は平日料金にプラス
2,000円／ 3/18・19は土休前日料金にお1人様プラス1,000
円／ 1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

あしたか牛ステーキ（イメージ）あしたか牛ステーキ（イメージ）

池の平スキー場（イメージ）池の平スキー場（イメージ）

●沼津港深海水族館：深海生物ブームの主
役「ダイオウグソクムシ」も必見（車10分）
●沼津漁港：昼食に！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：日本最長の歩く吊
り橋（車20分）JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00（要予約）送迎

長岡で見る!? お肉大好き！

伊豆の国パノラマパーク（車で10分）
富士山や駿河湾を一望できる伊豆屈指の絶景
スポット　※天候により、ロープウェイ運休や
富士山が見えない場合あり

駿河湾と富士山を堪能できるチケット付 

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～ 8,900円 9,900円

土・休前日

静岡県
055-948-0010
静岡県伊豆の国市古奈82

伊豆の国パノラマパーク（イメージ）伊豆の国パノラマパーク（イメージ）

伊豆長岡温泉

　　  旬な食材を
使った会席料理
 　　 ～4/8／1室
1名様利用はプラス
1,000円

岡で見る!?

駿河湾と富士山を堪能できるチケット付 

KRKKR伊豆長岡 千歳荘伊豆長岡 千歳荘
け流しの湯が評判の静かなお宿かけ流しの が評 の静かなお宿

2食 平日

2名～ 8,900円 9,900円

土・休前日

県
055-9480 5-9
静岡県伊豆の静岡県伊

伊豆の国パノラマパーマ伊豆伊豆豆の国パノパノラマパマパーパー

岡温泉

パノラマ富士山プラン

越後湯沢温泉

NASPAスキー場（イメージ）NASPAスキー場（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 1室2名～

日～木曜日 12,600円

金曜日 13,600円

土・休前日 14,600円

新潟の名酒とソフトドリンクが飲み放題

選べるスキーリフト券付プラン
　　  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

～3/30

JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）送迎

平成28年10月ベッドルーム新設

5,400円お子様（小学生まで）全日

7,000円お子様（小学生まで）全日

和モダンなインテリアの新ルームは3室、うち2室には車椅子対
応のトイレも設置　※詳しくは施設にお問い合わせください

※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）

全室こたつ
完備

全室こたつ
完備

★割引リフト券有

●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）

　　  ●お1人様ごとにＡまたはＢから選べる特典
Ａ スキー orスノーボード、ウェア等一式レンタル
Ｂ 「ランドマーク妙高高原」 3時間チケット

特典

5,500円お子様（小学生まで）全日
★中・高校生は大人料金から1,000円引

唐揚げ食べ放題

9,980円 10,980円土・休前日平日

にいがた和牛orズワイガニ
選べるグルメプラン

A5等級 1.5杯分
3/31
まで

選べる４か所

5か所の

新年

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/koufu-sikisaizenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/minakami-skisnowboardplam.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/nakameguro-renpakukakuyasuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/porthillyokohama-casualfrenchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yokohama-kaisekihamanoitachoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/enoshima-sinnenharunokansyaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/enoshima-fugukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/miyanoshita-chicketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/atami-specialplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/izunagaoka-panoramafujiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/hamayuu-asitakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yuzawa-skiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/myoukou-snowpackplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/myoukou-zuwaiganiplan.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

年に一度の大感謝

基本会席 伊勢志摩プラン

※詳しくは施設にお問い合わせください
8,500円平日 10,000円土・休前日

4/8
まで

（5）

●
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　●
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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）

●金沢城公園（徒歩1分）　●兼六園（徒歩8分）
●ひがし茶屋街（徒歩10分） ●香林坊・片町（車
5分）　●金沢21世紀美術館（バス10分）

松阪牛は卓上でお好みの焼き加減でお召上がりください

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

三重県
0599-25-3226
三重県鳥羽市安楽島町1075

　　  ～4/8／トイ
レなし6畳／トイレ
付8畳利用は1名
様プラス1,000円
（2名様以上）／バ
ス・トイレ付特別室
利用は1名様プラ
ス2,000円（2名様
以上）

伊勢海老の姿造り(2名様で1尾)、松阪牛の
陶板焼き、他に月替わりで旬の魚介料理付

伊勢海老（イメージ）伊勢海老（イメージ）

松阪牛と伊勢海老プラン

鳥羽

ステーキは長野県産牛・豚肉・鶏肉を各150gずつご用意
★信州そば・サラダ・デザート他、ハーフバイキング＆ドリ
ンクバー全10種類付　★信州ワイン飲み放題付

1泊2食

1室2名～

平日

7,800円

土・休前日

8,800円

上諏訪温泉

信州ワイン飲み放題付！ ボリュームたっぷり450g

トリプルステーキ膳プラン

KKR 諏訪湖荘
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

～4/8 ／ 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

トリプルステーキ（イメージ）トリプルステーキ（イメージ）お子様（小学生まで）全日 5,000円

※3/26～31利用はお1人様プラス500円 ●期間限定お子様イベント
　（がちゃがちゃ・くじびき・かたぬき）
●期間限定お茶菓子おかわりコーナー
●ロビーの無料ドリンクバーに
　ホットも登場！
●貸切家族風呂利用無料(先着順)

7--7

252
り5 7り

59
7 7

ご好評いただいている自信の和会席をご賞味ください

1泊2食 1室2名～ 1月・2月

平日 11,600円 12,600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

3月・4月

～4/8／土・休前日利用は1名様プラス1,000
円／シングルルーム1名様利用はプラス500円

石川県

金沢
076-264-3261

石川県金沢市大手町2-32

料理（イメージ）料理（イメージ）金沢名物「治部煮」の入った会席料理を日本庭園を
眺めながら堪能できます
※連泊の場合、2泊目は創作和会席「花水季」

★兼六園入園券（310円相当）付

夕食は和会席で兼六園入園券付プラン

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊2食 平日

1室1名～ 10,000円 11,700円

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

よせ鍋（イメージ）よせ鍋（イメージ）

平湯温泉

山海の幸たっぷりのよせ鍋コース
★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

～3/31／1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

標高1250ｍ！パウダースノーのゲレンデを楽しめる

1泊2食 平日

1室1名～ 10,300円 11,300円

土・休前日

1泊2食 平日

1室2名～ 11,850円 13,350円

土・休前日

通常平日11,600円のプランを感謝価格でご提供

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

～4/30（3/18・19除く）／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）

鰤はりはり風鍋、飛騨牛と蕪の炊合せ、鰆の塩焼き
と蛤を使っためでたい焼物、他（全7品）
※3月から献立が入れ替わります 料理（イメージ）料理（イメージ）

下呂温泉

名古屋城も朝食会場からご覧いただけ、さわやか気分♪

1泊朝食付 平日

1室2名～ 6,700円 7,700円

土・休前日

名古屋
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

愛知県
052-201-3326

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

さわやか朝食付プラン
　　  朝食は名古
屋城が見えるレス
トランで種類豊富
な和洋バイキング

～3/31／1室2名様以上は名古屋城側客
室をご用意 朝食会場（イメージ）朝食会場（イメージ）

ご夕食はひつまぶしプラン

※詳しくは施設にお問い合わせください
9,800円平日

■1泊朝食付 1室2名～
10,800円土・休前日

3/31
まで

大満足！日本三大和牛を味わう！

1泊2食 平日

1室2名～ 15,300円12,300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

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

当ホテル人気No.1の近江牛会席よりも
ワンランク上の「近江牛特別会席」をご用意
※「特別京会席」もございます

～2/28／客室定員利用時料金

京都駅からJR・送迎バスで約20分！

JR大阪駅から徒歩8分！

料理（イメージ）料理（イメージ）

プレミアムプラン

夕食時ワンドリンク付（生ビール小、ワイン、
烏龍茶、オレンジジュース）

特典

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

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食

1室2名～

平日

12,300円

土・休前日

15,300円

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

和牛陶板焼きと旬の
食材を活かした京会席 ～2/28（2/24・

25除く）／客室
定員利用／1日
限定5室

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）
1/10～3/17（土・休前日を除く）
／素泊まりは1名様800円引／
1日限定5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）

パールロード沿道の各
店舗で牡蠣の食べ放
題（3月中旬頃まで）

第51回京の冬の旅 
文化財特別公開
（3/18まで）

●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）

春風薫る大阪城を眺めながら豪華な気分で夕食を

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

  　　 ～4/30（4/1～9除く）／ 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）

春風薫る大阪城を眺めながら豪華な気分で夕食を

1泊2食 平日

1室2名 9,400円 11,400円

KRKKRホテル大阪ホテル大阪
前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル眼前 大阪 公園の緑が広がるシ ィホ ル

土・休前日

  　　 ～4/30（4/1～9除く）／ 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

大阪府

森之宮
06-69410 -694 -
大阪府大阪市中央区大 大阪市中 区馬

ジ）メージイメメ（イ和食膳（和食和食食膳（イ（イメージ））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）

春のおとずれ2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

4/30
まで

朴の木平1日リフト券付

うれうれううれうれ
無料送無料無料料

日

000円 11,700円

平湯たから平湯たから荘
湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿ら く源泉を贅沢 かけ流しの静かな宿

土・休前日

0578-89-260578- 9-26
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯76阜県高山 奥飛騨温 郷平湯7

のよせ鍋コース
ト1日券（通常3,100円～3,900円）料金を含む

ウダースノーのゲレンデを楽しめる

リフト券付付付付付付スキーパック朴の木 外壁リニューアル
平日

10,300円 11,300円

土・休前日

日11,600円のプランを感謝価格でご提供

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

0505

はり風鍋、飛騨牛と蕪の炊合せ、鰆の塩焼き

ニューアルル特別謝恩プラン

お子様向けにソリを無料貸し出し特典

平湯温泉バスターミナル 無料送迎（要予約）送迎
9,700円 11,400円土・休前日平日

平湯スキーパック 3/31
まで

※詳しくは施設にお問い合わせください

春の巧味会席

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！
日本三名泉 下呂温泉

●名古屋城：対面所・下御膳所　復元
一般公開（徒歩5分）　●名古屋市科学
館：世界最大プラネタリウム（車10分）
●JR東海：リニア・鉄道館（車30分）

平日限定

4/9チェックアウトまで組合員限定KKR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

売店5％割引券進呈
特典

電話予約
限定

1日リフト券付

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/post-84.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/kanazawa-kenrokuenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/takarasou-skipackplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/post-85.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-koumikaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160127-sawayakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/nagoya-hitumabushiplun.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/toba-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-shimaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/biwako-premiumplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/kyoto-premiumplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/umeda-morningplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-harunootozureplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.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861号（6）　平成29年1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

●
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
。

1泊2食 1室2名～

かに三昧

平日

19,900円

16,900円

●
特

一
人
様

かに三昧 19,900円

16,900円

特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お

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

明治維新
150周年記念

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

～4/2／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

　　  ～ 3/31／ 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

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
■1泊朝食付 1室2名～ 5,900円平日 6,900円土・休前日

3/31
まで

山口の地酒または薩摩の焼酎と共に

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

明治維新
50周年記念念

山口の地酒または薩摩の焼酎と共に

1泊2食 平日

室2名～ 12,350円 14,350円

土・休前日

KRK R山口 あさくら山口 あさくら
質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判良質な自家源泉と 理長 慢の創作和会席が評

山口県
083-922083-9
山口県山口市山口県山

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）

敷地内から湧く自家源泉
新陳代謝が活発になり、発汗作用や
保湿効果もあるとされているアルカ
リ性の温泉です　1階に大浴場と庭
園露天風呂があります

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）

1/10～4/8（2/10・11、3/18・19は特別料金）／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)、薩摩の焼酎いずれか1杯サービス※ソ
フトドリンクに変更可　●吉田松陰先生のメモ帳1冊
プレゼント　●粗品1個プレゼント

特典

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日

14,350円 16,350円

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日

12,200円 13,200円

松山・道後温泉

毎年好評をいただいております

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

茄子田楽・からし蓮根・一文字の
ぐるぐる、の熊本名産が付いた季節会席

※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）

～3/31／1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） ※写真のふぐ刺しは3人前です料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しは3人前です

道後温泉本館（徒歩10分）
道後温泉本館は今年10月改修工事が始まりますので、
明治27年に建設された既存の建物でのご入浴には、是
非、今のうちにお越しください

●

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円下
が
対
象

●
お
子
様
料
金
は
小
学
生
以
下

落ち着いた雰雰雰雰雰囲気の京風会会会席「萌席「萌萌萌木」でゆっくりお召し上がりくださいりお召し上がりください

1泊2食 平日

1室1 3名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

1/10～3/31／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

健やか朝食付プラン
6,200円平日 8,300円土・休前日

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
096-355-0121

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

熊本

駐車場料金無料（通常1泊500円）
1/10～4/8／1室1名様利用は
プラス2,000円（ツイン）

春のまつり会席プラン
全客室デザイナーズルーム＆全室シモンズベッド

特典

がまだすプラン

※詳しくは施設に
お問い合わせください

7,300円平日

8,300円土・休前日
4/8
まで

●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）

冬の定番

ふっこう熊本

1名様プラス3,000円で厳選とらふぐ会席に
変更可

※詳しくは施設にお問い合わせください

 平成28年10月リニューアル

料理（イメージ）料理（イメージ）●博多（車15分）　●天神（車10分）

1泊
朝食付

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-fuyunomikakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160127-eraberuyusyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160617-bbqplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yamaguchi-ishinkaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/09/20160927-fugukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/post-82.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/kumamoto-harunomatsurikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-kumamotojyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
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