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いよいよ行楽シーズン到来!! 水上に新緑の季節がやって来ます！

KKR 水上 水明荘
天然温泉100％＆新緑に包まれた静かな一軒宿

群馬県
0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

谷川岳一ノ倉沢（イメージ）谷川岳一ノ倉沢（イメージ）

水上温泉

3/10～4/28／1室1名様
利用はプラス2,000円
JR水上駅　無料送迎
迎え 14:55 15:40  
送り 10:00（要予約）

季節の彩り豊かな料理長
おすすめ会席

送迎

いよ行楽シーズズン到来ン到来!! !! 水上に水上に新緑の新緑の季節が季節がやってやって来ます来ます！

KRK R水上 水明荘水上 水明荘
然温泉100％＆新緑に包まれた静かな一軒宿天然温泉1 ％＆ 緑に包まれた静かな一軒宿

0278-72-2340278- 2-23 5
県利根郡みなかみ町大穴85群馬 根郡み み町大 59

の彩り豊かな料理長
すめ会席

新緑お出かけご優待プラン

北海道の大自然と温泉を満喫

ファミリープランファミリープラン春休みファミリープラン

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）摩周湖星紀行（イメージ）摩周湖星紀行（イメージ）

川湯温泉

季節の旬素材を使った会席料理

3/10～4/28

1泊2食 全日

1室2名～ 7,330円

特典

●摩周湖星紀行　●摩周・屈斜路雲海ツアー
※ツーリズムてしかがが実施するもので、手配・媒介・取次を行うものではありません 札幌時計台（イメージ）札幌時計台（イメージ）

朝からゆっくり寛ぐお得な和朝食付

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

ゆっくり寛ぐお得な得な和朝食和朝 付付

KK R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JR札幌駅より徒歩 分、旧道庁に 接

0111
海道札北海 札幌市

カジュアルプラン

札幌

1泊朝食付 平日

1室2名～ 3,900円 4,900円

土・休前日

1泊2食 平日

1室2名～ 8,350円 10,050円

土曜日と3/19

道庁の景色を
楽しめるレスト
ランでご朝食

～4/28 ／ 1室1名様利用はプラス1,400円

●札幌時計台（徒歩10分）
●さっぽろテレビ塔
（徒歩10分）
●小樽（電車45分）

組合員様限定

蔵王 春スキープラン

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～

3月 8,600円

4月 7,600円

宿泊者割引の全山共通リフト券でお得に滑ろう！

　　  和食会席膳または牛カルビ
鉄板焼き　★蔵王名物生ラムジ
ンギスカン(お肉たっぷり250g)
は、1名様500円引

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

3月の樹氷（イメージ）3月の樹氷（イメージ）

3/10～4/22 ／トイレなし
客室は1名様1,000円引／
3月のみ土・日・祭日は駐車
場料金1台500円

※ご予約・お問合
せは施設まで

8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場
8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場

ロープウェイまで徒歩1分

全山共通リフト券の
宿泊者割引

（定員5名）

特典付♪

　　  ●添い寝のお子様無料
●家族風呂サービス
●コーヒーサービス
●売店500円券付（1,000円
以上購入で利用可）

新設和洋室（イメージ）新設和洋室（イメージ）
4,100円1日券 5,000円→

7,400円2日券 9,200円→

組合員様限定！

2,200円

3,100円

焼肉食べ放題付
和昼食付

季節のフルーツ狩り

※お問い合わせは施設まで

★4/9チェックアウトまで
KKR宿泊割引券使用可

スーペリアツイン利用は
1名様プラス2,000円（２名様以上）

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Kawayu-HaruyasumiFamil%EF%BD%99Plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/sapporo-casualplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Zaou-HaruSkiPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Minakami-ShinryokuYutaiPlan.html


目黒川沿い約3.8km続く約800本の
桜並木は、都内の桜の名所のひとつ

中目黒桜まつり
（例年4月上旬）
中目黒桜まつり
（例年4月上旬）お花見

情報
お花見
情報

※頸南バスが実施するもので、手配・媒介・取次を行なうものではありません

（4/1～17運行／
前日までの予約制）

お花見
情報
お花見
情報

お花見
情報
お花見
情報

●宮城野早川堤のソメイ
ヨシノ（4月上旬）
●KKR宮の下玄関前の
ウコン桜（4月中旬）

●宮城野早川堤のソメイ
ヨシノ（4月上旬）
●KKR宮の下玄関前の
ウコン桜（4月中旬）

高田公園直行シャトルバス「夜桜ライナー」高田公園直行シャトルバス「夜桜ライナー」

豚のしゃぶしゃぶ食べ放題プラン
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オプション
●駐車料金無料（6:00～翌22:00）
●13:00からチェックインＯＫ(通常15:00）

特典

うれしいうれしい
無料送迎付 は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）

目黒川（イメージ）目黒川（イメージ）朝食は和食ビュッフェを無料サービス 3/10～4/28

目黒川まで徒歩8分♪ 花見の翌日ゆっくりと

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

は和食ビュッフェを無料サービス 3/10～4/28

黒川まで徒歩8分分♪ 花♪ 花見の翌見の翌日ゆっ日ゆっくりとくりと

KRKKRホテル中目ホテル中目黒
に包まれた都心のビジネスホテル緑に包まれ 都心 ビジネスホテル

0303-37
東京京都目

目黒川お花見プラン
全日

1泊サービス朝食付 1室1名

7,100円 6,600円

1室2・3名

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

外観（イメージ）外観（イメージ）和洋バイキングのご朝食：1食 1,400円（6:30～9:00）

～4/30／1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

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お

目

東京都

全日

1泊サービ

中目黒

グ ご （ ）

コインランドリー完備!!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
03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

ロングスティプラン
レギュラーツイン
（1室2名）

3泊4日
素泊まり

全日 22,200円

デラックスシングル
（1室1名）

（延泊7,400円） （延泊8,800円）
26,400円

竹橋

熱海海上花火大会（3/11・4/15）
熱海港から約3,000発の花火が打ち上げ
★ホテル屋上からよく見えます

板長のおすすめ料理と横浜の夜景をご堪能ください！

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

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

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

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

3/10～4/28 ／
トイレなし和室6畳

豚のしゃぶしゃぶ（イメージ）豚のしゃぶしゃぶ（イメージ）

会席風和食夕食付 春のあしおとプラン

豚肉しゃぶしゃぶ食べ放題（40分）
●車・荷物、朝から
預かり可 ●飲物
の持込料が無料

特典

特典

　　  4/1～4/28 ／ 1室3～4名利用や
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

モーニングコーヒーをサービス特典

ま
す

世界に一つだけのアクセサリーを作ってみては…

箱根 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

　　  箱根登山鉄道「宮ノ下駅」
から無料送迎（14:30～18:00）

★通常大人3,200円の箱根ガラスの森美術館 入館料金＋体験料金を含みます

★小学生で添い寝のお子様は1,500円（ベッド利用は5,280円）

送迎

季節の創作会席料理
　　  3/12～4/30（3/18・19
除く）／1室1名様利用プラス
1,500円（平日のみ利用可）

箱根ガラスの森美術館（イメージ）箱根ガラスの森美術館（イメージ）

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

5005
14賀10木賀

）ジ）ージージ））ジ）

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＆お席＆ 肉の大満足プ満足プランラン

静岡県産３種肉陶板焼きプラン
表
記
が

す
。

●
お
子
様
料
金
の
表

世界にに一つだけのアクセサリーをリ を作っててみてはみてはは……

箱根 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- 7-2
川県足柄下郡箱根神奈川 足柄下郡 根町木

★通常大人3,200円の箱根ガラスの森美術館 入館料金＋体験料金を含みます
季節の創作会席料理

（イ館（術術術美森森森森箱根ガラスの森箱根箱根ガ根ガラガラスの森美術館の森美森美術美術館術館（イ（イ

3523
賀10木賀

メーイメメイメー

箱根ガラスの森美術館ガラス体験工房付プラン

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（牛・豚・鶏）
を使用しています
　　  3/10～4/28（3/18・19
除く）／1室4名様以上利用は
お1人様1,000円引

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）

料理（イメージ）料理（イメージ）

1泊2食 平日

1室2名（海側和室） 14,000円 15,000円

土・休前日

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 13,450円 14,950円

☆3泊4日以上ならお得☆

ブリと赤海老の

●本日の鮮魚盛合せ ●牛肉の
ステーキ ●旬の炊込み御飯･･･など♪

11,000円

■1泊2食

12,000円

土・休前日平日

丘の上の
ブルーライトプラン

3/31
まで

★夕食はカジュアルフレンチコース

9,200円

■1泊朝食付 1室2・3名
7,700円日・祝日平日

ファミリープラン朝食付ご家族
限定

6,800円

■1泊2食 1室2名～

9,500円

土・休前日平日

江ノ島限定宿泊券付 
春の江ノ島散策プラン

※4月まで5,000円以上の宿泊プランで使用でき
ます※4/9チェックアウトまでKKR宿泊割引券
（2,000円）と併用可※お問い合わせは施設まで

KKR江ノ島ニュー向洋
限定宿泊券（1,000円）

豚のしゃぶしゃぶ食食べ放放題ププラン

44
園園園園

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

KRKKRKRKKR江ノ島 向洋江ノ島 向洋江ノ島 ニュー向洋江ノ島ニュー向洋
ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿江ノ島・湘南散策の拠点と る料 自慢 宿

神奈川県神奈川県
湘南･
片瀬海岸

0404
奈川県神奈 県奈川県神奈 県

江ノ島限定宿泊券でプラン料金から1,000円割引

4/28
まで

9,850円 11,850円

16,800円

■1泊2食 
1室2名～

19,800円

土・休前日

平日

伊勢海老＆鮑＆
金目鯛プラン

4/1
～28

10,650円

■1泊2食 1室2名～

12,150円土・休前日
平日

木賀会席プラン 4/30
まで

 平成28年2月リニューアルオープン

8,700円～をご用意
スタンダードコースプラン4/1

以降は
※お問い合わせは施設まで

和食コースと唐揚
げ食べ放題
4/1～4/30／ BT
付客室は1室あた
りプラス3,000円

静岡県産あしたか牛ステーキが付いた会席料理
★あしたか牛ステーキは金目鯛の煮付けに変更可
～4/9／1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用）

少し早めの夕食で、夜桜を見に行こう！

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 4/1～4/17

1室1名～ 7,200円

4/18～4/30

7,700円 妙高高原駅 
無料送迎（要予約）

送迎

目でも舌でも愉しめる旬の味覚創作会席をご用意

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

お寿司を含む7種盛をメインとした会席料理

1泊2食 平日

1室2名～ 11,350円 13,850円

土・休前日

目でも舌でもでも愉しめ愉しめ愉愉 る旬のる旬の味覚創味覚創作会席作会 をご用意をご用意

KRK R沼津 はまゆ沼津 はまゆう
河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温駿河湾の夕陽と富 の雄 を臨む海辺の温泉宿

岡県
津

お寿司を含む7種盛をメインとした会席料理

泊2食 平日

2名2名～ 1111,350350円円 1313,850850円円

土・休前日

7種盛付会席プラン

3/10～4/28 ／ 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）

7種盛（イメージ）7種盛（イメージ）

高田城夜桜（イメージ）高田城夜桜（イメージ）

●沼津漁港：昼食におすすめ！新鮮な魚介類が楽しめる
飲食店街（車10分） ●沼津港深海水族館：深海生物にス
ポットを当てた水族館（沼津漁港隣接） ●三島スカイウ
ォーク：日本最長のつり橋（車20分）

いもり池 水ばしょう祭
（4月中旬～下旬）

JR沼津駅南口 無料送迎 迎え16:00（要予約）送迎

お肉大好き

レイトチェックアウト12時

選抜鮮魚

学
生
以
下
の
宿
泊
料
金
は
、
施

お

お肉でスタミナを付けて、温泉で身体をほぐそう！

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～ 9,800円 10,800円

土・休前日

静岡県
055-948-0010
静岡県伊豆の国市古奈82

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）

伊豆長岡温泉
静岡
沼

1泊

1室1室

岡
沼津

泊

室2室2

選お肉大好き

お肉でスタミタミナを付ナを付けて、、温泉で温泉 身体を体をほほぐそう！う！

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

1泊2食 平日

室2名～室2名 99,800800円 1010,800800円

土・休前日

岡県
0055-948-00100 5-9 8-00 00
2静岡県伊豆の 古奈8静岡県伊 の国市古 822

メ ジイメイキ（牛ステ キしたああ たか牛したか牛ステ キ（イイメ ジ）ジ）

長岡温泉

温泉とステーキで元気モリモリ！プラン

越後湯沢温泉

ブリ（イメージ）ブリ（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

新潟の名酒とソフトドリンクが飲み放題

特典

赤海老のの

KRKKR湯沢 ゆきぐに湯沢 ゆきぐに
望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる展望 泉大浴 と新潟 食を存 に楽し る宿

025-780 5-7
潟県南魚沼郡湯新潟 魚沼郡

潟の名酒とソフトフトドリンドリンクが飲クが飲み放題み放題

海鮮しゃぶしゃぶプラン
夕食はブリと赤海

老の海鮮しゃぶしゃぶを
メインにした和会席
★お子様の夕食は
ピザ食べ放題
　　 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／ベッド
ルーム利用は1名様プラ
ス1,000円

JR越後湯沢駅
無料送迎（要予約）

送迎

5,400円お子様（小学生まで）全日

1泊2食 1室2名～

日～木曜日 9,850円

金曜日 11,350円

土・休前日 12,350円

7,000円お子様（小学生まで）全日

※3/18・19は土・休前日料金にお1人様プラス1,000円

全室こたつ
完備

全室こたつ
完備

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

★4/9～28の平日は1名様500円引

●1・2階は「バリアフリー対応」トイレも車いすで入れる
●3階は「ソファーベット」で3人泊まれる！
※1名様プラス1,000円で利用可

昨年秋に和モダンな
ベットルームが完成新ルーム３室好評！

お花見散策プラン

2,000円大人 1,000円子供

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Meguro-MegurogawaHanamiPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Yokohama-HarunoAshiotoPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/11/porthillyokohama-casualfrenchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20160225-premiumplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Enoshima-ButaShabuTabehodaiPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Enoshima-HarunoSansakuPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Miyanoshita-GarasuTaikenPLan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/miyanoshita-kaisekiplan.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-ashitakaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Numadu-Sashimi7shuKaisekiPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/yuzawa-buriebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Myoko-OhanamiSansakuPlan.html


桃の産地山梨では、桜の花と桃の花が同時に咲きます
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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）

桃の産産地山梨地山梨では、では 桜の花桜の花と桃の桃の花が同花が 時に咲時 きます時に咲時に咲きます

桜・桃の花マリアージュプラン

ステーキは長野県産牛のほか、豚肉、鶏肉を各150gずつご用意

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） ●貸切家族風呂利用無料（先着順）

地の物を生かし、一品一品手をかけた
四季彩膳コ－ス

1泊2食

1室2名～

平日

9,950円

土・休前日

10,500円

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

　　  3/10～4/28／ 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

山梨県
055-252-1327
山梨県甲府市塩部3-6-10

桃畑と南アルプス（イメージ）桃畑と南アルプス（イメージ）

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1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
種類豊富な
和洋朝食バ
イキング

～4/28／1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

9,800円平日
■1泊2食

10,800円土・休前日

4/28
まで

兼六園へは徒歩8分、その他にも当館を拠点に
茶屋街、近江町市場への散策もラクラク

最近話題の「のどぐろ」が食べられます♪♪

1泊2食 平日

1室2名～ 14,100円 15,100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

4/1～6/30／ 5/3～6、6/3は別料金

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）

「のどぐろ」は徒歩5分の近江町市場から新鮮なものを仕入れ ！
他に「治部煮」など金沢自慢の味をご堪能

のどぐろ会席プラン

1泊2食 平日

1室1名～ 14,500円 15,500円

土・休前日

1室1名～ 14,500円 15,500円

1泊2食 平日

1室1名 14 500 15 500
土・休前日

食材から調理法までこだわった新提案・竹の子づくし

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

3/10～4/30 ／リビング付ツインルームは別料金

竹の子と飛騨牛のステーキ、八寸(竹の子スープ
仕立て・蛤寿司・海老西京漬他)、竹の子すり流し
餡かけ蒸し、竹の子のお造り、竹の子釜飯等の料
理長おすすめ会席

料理（イメージ）料理（イメージ）

下呂温泉

早掘り 竹の子スペシャル会席

下呂温泉合掌村（徒歩3分）
入館料800円→700円フロントにてご用意

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊2食 平日

1室1名～ 11,290円 12,290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

料理（イメージ）料理（イメージ）

平湯温泉

飛騨牛A5サーロインステーキ(100g)付、奥飛騨
の食材と飛騨牛をお楽しみ

～3/31／3日前
まで要予約

32

うれうれううれしいれしいうれししい
無料送迎付無料 迎付無料料

湯た ら荘岐阜県
-89-2626

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

326
手町2-3

1室1名 11,290円 12,290円

飛騨牛A5サーロインステーキ(100g)付、奥飛騨
の食材と飛騨牛をお楽しみ

61
32

1泊2食 平日

1室1名～ 11 290円 12 290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

岐阜県高山市奥飛騨温

平湯温泉

平日は『い・い・に・く』11,290円と超超お得なプランです！

A5飛騨牛サーロインステーキプラン

ご夕食時にグラスワイン1杯サービス♪特典
平湯温泉バスターミナル 
無料送迎（要予約）

送迎

朴の木平スキー場・平湯温泉スキー場リフト券付宿泊プランあり（3月下旬まで）※お問い合わせは施設まで

大人気の近江牛を満喫！

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

1泊2食 3月 日～木曜日

1室2名～ 14,750円13,750円

土・休前日

16,250円

金曜日

滋賀県
077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1

琵琶湖

近江牛は、すきやきorステーキからチョイス！

3/10～4/30／客
室定員利用時料金近江牛すきやき会席

（イメージ）

和室1室大人4名様
以上利用で鯛のう
す造りサービス

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

14,150円

土・休前日

16,150円

見た目にも春らしい品々を御堪能ください

『花篭会席』～四季彩会席・春近江牛すきやき会席orステーキ会席プラン

花篭にはあわびと
海老の焼八寸、他に手毬
寿司など全9品
  　　3/10～5/31／
客室定員利用

●京都御所／京都迎賓館（徒歩約5分）
●下鴨神社（電車orバス約8分）●平安
神宮（電車orバス約15分）●二条城（電
車orバス約20分）

※3/18～25、4/9～15、5/7～31利用は1名様プラス3,000円　※4/16～28
利用は1名様プラス1,000円　※3/26～4/8、4/29、5/3～6利用は要問合せ

※例年の見頃は4月中旬

●高島城
（徒歩約10分）
●高遠城址公園
（車約60分）

●高島城
（徒歩約10分）
●高遠城址公園
（車約60分）

お花見
情報
お花見
情報

春爛漫

8,950円

■1泊2食 1室2名～

9,500円

土・休前日平日

おごっそうプラン 4/28
まで

約10種類、約1,000本の桜があります
（例年の見頃4月上旬）

名古屋を代表する桜の名所
名古屋城
名古屋を代表する桜の名所
名古屋城お花見

情報
お花見
情報

お花見
情報
お花見
情報

●身延山のシダレザクラ（車60
分） ●神代寺桜（車60分） ●一
本桜のワニ塚（車40分） ●桃源
郷（笛吹市一宮町の桃畑）

●身延山のシダレザクラ（車60
分） ●神代寺桜（車60分） ●一
本桜のワニ塚（車40分） ●桃源
郷（笛吹市一宮町の桃畑）

石川名物

新提案

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

11,850円 13,350円

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

11 850円 13 350円

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

　　  ～4/28 ／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、
ほかに月替わりで旬の魚介料理付 料理（イメージ）料理（イメージ）

鳥羽

松阪牛と伊勢海老プラン

●水族館めぐり（鳥羽水族館/
伊勢シーパラダイス/志摩マリ
ンランド）●伊勢神宮（車30分）

基本会席 伊勢志摩プラン

8,500円平日
■1泊2食 1室2名～

10,000円土・休前日

4/28
まで

26
75

当館自慢のお料理と入園券のセットのプランをご用意

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

和歌山県
0739-42-3383

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

　　  3/10～4/28 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／トイレなし客室利用
は1名様1,000円引

お造り3種盛りに「鮑」をお1人様に1個ご用意

赤ちゃんパンダ（イメージ）赤ちゃんパンダ（イメージ）

白浜温泉

鮑付四季めぐり会席

熊野牛 天然石焼きorすき焼き 選べる会席プラン

13,800円平日
■1泊2食 1室2名～

14,800円土・休前日 4/28
まで

赤ちゃんパンダ誕生記念 ～アドベンチャー
ワールド入園券付～

1泊2食 平日

1室2名～

土・休前日

14,900円 15,900円

★通常大人4,100円相当のアドベンチャーワールド入園券付

※4月以降の料金は施設にお問い合わせください

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/2017/02/Koufu-HaruranmanMariagePlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/koufu-ogossouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Kanazawa-NodoguroKaisekiPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/01/hirayu-hidagyu-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Gero-TakenokoSpecialPlan.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/shirahama-pandaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/shirahama-kumanogyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Biwako-OumigyuSukiyakiSteakPlan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/02/Kyoto-sikiasaiKaisekiHaruPlan.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
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かに三昧 19,900円

16,900円

金
で
す
。組
合
員
証
等
の
ご

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

～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

●玄武洞公園（車5分）
●城崎マリンワールド（車10分）
●天空の城・竹田城跡（車60分）

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

　　  ～4/30／ 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7種類から当日レストランでお選びく
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㎡）利用
■1泊朝食付 1室2名～ 5,900円平日 6,900円土・休前日

●
お
子
様
料
金
の
表
記
が
な

山口・下関では「ふく」と呼ばれる河豚をたらふくご堪能ください

1泊2食 平日

1室1名～ 17,000円 19,000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

ふくフルコースプラン

瑠璃光寺五重塔（イメージ）瑠璃光寺五重塔（イメージ）ふくヒレ酒、ふく刺し、ふく唐揚、ふくチリ、ふく雑炊など
の会席(全9品)
3/10～4/30／3/18・
19、4/28・29利用は特
別料金／3日前まで要
予約

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日

11,650円 14,150円

1泊朝食付

1室2名～

平日 土・休前日

7,300円 8,300円

松山・道後温泉8
8

1泊2食

1室2名～

平日 土・休前日

11 650円 14 150円

松山・道後温泉

季節ごとに旬の瀬戸内食材を使用した人気の和会席

春の坊ちゃんプラン

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

瀬戸内の春を感じられる献立です

朝食の和洋バイキング（50種以上）には、郷土
料理や国際味覚審査機構で三ツ星受賞「ASO
ミルク・飲むヨーグルト」付

3/11～4/28／1室3名様利用はお1人様1,000円引
／ツインルーム1室2名様利用はお1人様1,000円引

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

の
宿
泊
料
金
は
、施
設
に
お
問
い

博多で是非お召し上がりいただきたい品々をコースにしました

博多もつ鍋 会席プラン

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

1泊2食 平日

1室1名～ 9,500円 11,600円

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

もつ鍋、胡麻カンパチ等、博多の名物いいとこ取り
★もつ鍋は、鯛ちりへ変更可（要事前予約）

4/1～6/30／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／
2日前まで要予約

●駐車場料金無料●夕食時、グラスビール1杯
またはデザート＆コーヒーをサービス

特典

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）
4/1～6/30／1室1名様利用はプラス
2,000円（ツイン）／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）

がまだすプラン
1泊朝食付 平日 土・休前日

611
-1 KRKKRホテル 熊本ホテル熊本本

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
096-355-01210 6-3 5-01 1
県熊本市中央区千葉城町3-3熊本県 本市中央 千葉城町 1

熊本

がまだすプラン
全客室デザイナーズルーム＆全室シモンズベッド

特典

野球観戦におすすめ
「マツダスタジアム」
JR新白島駅→広島
駅下車、徒歩10分

 平成28年10月リニューアル

客室（イメージ）客室（イメージ）

●大宰府天満宮（車30分） ●九州国立博物館（車30分）

JR大阪駅から徒歩8分！

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）
3/12～17、4/2～28（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）

JR大阪駅から徒歩8分！

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

大阪観大阪観光だけ光だけでなくでなく、京都、京、 ・奈良・神戸への旅行の

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

大阪府

梅田
06-0 -63
大阪府大阪

利♪

000
4-1

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）

大阪の街に春到来♪ 美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

1泊朝食付 平日

1室2名 6,500円 8,500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・休前日と3/25～4/18

  　　 3/10～4/30／ 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／セミダブ
ル1室2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）

大阪府

森之宮
06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町2-24

外観（イメージ）外観（イメージ）朝食（イメージ）朝食（イメージ）大阪城を眺めながら12Fのレストランで
和洋朝食バイキング ★1泊2食付プランは施
設にお問い合わせください

健康一番朝食付プラン

4/30
まで

※熊本弁でがんばるの意味

平日限定

3月後半から4月初旬にかけ
て屋台も出店してにぎやか

お花見
情報
お花見
情報

桜の名所「道後公園」
（徒歩5分）
桜の名所「道後公園」
（徒歩5分）

※例年の見頃 3月下旬～4月上旬

お花見
情報
お花見
情報

●香山公園：約170本の桜があり、公園内の国宝瑠
璃光寺五重塔は夜間ライトアップ
●一の坂川：両岸の桜並木は約600m、開花期間中
は夜間ライトアップあり

●香山公園：約170本の桜があり、公園内の国宝瑠
璃光寺五重塔は夜間ライトアップ
●一の坂川：両岸の桜並木は約600m、開花期間中
は夜間ライトアップあり

1泊朝食付

リニューアルフロア

※部屋数には限りあり

がOPEN
通常プラス1,000円のところリニューアルを記念して

3/31
まで

３/９

追加料金なしでご案内
組合員様限定

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/umeda-chosyokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.html
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/2016/09/20160927-fukucourseplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/dougo-springbocchan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/hakata-motunabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-kumamotojyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
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