


美味しいお料理と温泉でリラックス

四季御膳プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 平日 1室2名～

４月・５月 7,330円
8,330円６月

北海道の旬を満喫

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR かわゆ
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
015-483-2643

美味しい

■お１人様あたりの組合員
1泊2食 平日

４月・５月 7,

北北海道の
川湯温泉
北海道

●神秘の摩周湖（車40分）　●大パノラ
マが広がる天下の絶景美幌峠（車45分）

おすすめ観光

料理（イメージ）料理（イメージ）

摩周湖（イメージ）摩周湖（イメージ）

お得なプランで温泉も食事も函館も堪能

函館満喫得々プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 平日 1室2名～

4/1～4/27 9,500円
10,000円5/7～5/31

10,500円6/1～6/30

北海道函館市湯川町2-8-14 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0138-57-8484

ラン
お得なプ

函館
■お１人様あたりの組合員
1泊2食 平日 1

4/1～4/27 9,

函館
北海道

●市電に乗って市内観光
（乗り場まで徒歩4分）
●函館夜景観光バス
（当日予約ＯＫ）
※チケット料金はシーズンに
より異なります

おすすめ観光

料理（イメージ）料理（イメージ）

夕食は地元産の旬の食材を
たっぷりと使った和食膳
★朝食には函館名物
『イカ刺し』付♪

4/1～6/30 ／土・休前日利用は4月・5月
プラス1,000円、6月プラス1,500円
※4/28～5/6利用は別料金のため要問合せ

　　　　　　　　　1名様プラス2,000円にて
お部屋食『美食会席プラン』へ変更可（要予約／
1名様利用時はレストランでの食事）

北海道ならではの食材を吟味し、
季節に合わせた会席料理

4/1～6/30 ／土・休前日利用は
プラス500円／1室1名様利用は4・5月
プラス1,000円、6月プラス1,500円／
1室1名様利用はプラス1,000円

JR川湯温泉駅 無料送迎
（要予約）

天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！

春特選プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 10,000円
11,000円土・休前日

米沢牛朴葉焼と
オマール海老香草焼きの

山形県山形市蔵王温泉904-8 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 蔵王 白銀荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
023-694-9187

北海道川上郡弟子屈町川
KKR かわゆ

天然天 温泉

■お１人様あたりの組合員
1泊2食

平日 10

米米米沢米 牛朴
オマオ ール

蔵王温泉
山形県

おすすめ観光

料理（イメージ）料理（イメージ）

ヘルシー食材と贅沢食材のコラボレーション

群馬名産こんにゃく＆
■お１人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日 11,450円
13,150円土・休前日

群馬県利根郡みなかみ町大穴859 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 水上 水明荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0278-72-2345

預かりします
0 全室T付
643

北海道函館市湯川町2-8
KKR はこだ

ッシュ！

ラン
ヘルシー

群群馬
■お１人様あたりの組合員

1泊2食

平日 11

水上温泉
群馬県

●谷川岳ロープウェイ
（バス20分）

おすすめ観光

伊勢海老（イメージ）伊勢海老（イメージ）

伊勢海老のお造りなどの『贅沢
会席』料理長が工夫を凝らした
こんにゃく料理もご一緒に♪
4/1～6/30／1室1名様利用は
プラス2,000円
※4/28・29、5/3～5利用は平日
料金に1名様プラス2,200円

香ばしい味噌の香りの霜降り米
沢牛朴葉焼、カナダ産オマール
海老と春野菜の香草焼き、旬の
素材を生かした会席膳
4/1～5/31／ 1室1名様利用は
プラス1,000円／トイレなし客
室は1名様1,000円引

※4/28～5/5利用は平日料金に1名様プラス2,000円

●蔵王大露天風呂 4月下旬オープン（割引券あり）
●3か所の共同浴場で外湯めぐり（無料券あり）

JR水上駅　無料送迎
迎え 15:45 16:40
送り 9:15 10:00（要予約）

伊勢海老会席プラン

※ご予約・お問合せは施設まで※ご予約・お問合せは施設まで

　　　ファミリーに最適
！

　　　ファミリーに最適
！昨年リニューアル＆昨年リニューアル＆

8畳＋ツインベッドの
和洋室（定員5名）

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/03/20160316-kawayu-shikiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/01/hakodate-mankitsu.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/zaou-springtokusen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/post-96.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/news/2018/03/30.html


ご家族限定でリーズナブルなプランをご用意

ファミリープラン朝食付

東京都千代田区大手町1-4-1
KKR ホテル東京 03-3287-2921

ロングステイプラン

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

朝食会場からの景色（イメージ）朝食会場からの景色（イメージ）

4/1～6/29（土・休前日除く）
／ 1室2名様の場合1名様プ
ラス1,500で皇居側デラッ
クスツインへ変更可／ 1室3
名様利用は1室2名様料金で
皇居側デラックスツイン

■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室2・3名

平日 9,200円
7,700円日・祝日

和洋朝食バイキング（6:30
～9:00）※4～12歳の朝食料金
700円、3歳以下無料
●12歳以下のお子様添寝無料
●駐車場無料（宿泊当日6：00
～翌22：00）

■1室2・3名 3泊4日
　（延泊 7,400円）
★アーリーチェックインＯＫ！
　（通常15:00→13:00）
※シングル利用プランもお問い合わせください

春～新緑～初夏 いい旅鎌倉！
江ノ電物語プラン

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
KKR 鎌倉わかみや 0467-25-4321

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

料理（イメージ）料理（イメージ）

江ノ電／鎌倉高校前（イメージ）江ノ電／鎌倉高校前（イメージ）

4/1～6/30（5/3～6除く）／1室
1名様利用はシングルルーム

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 14,500円
15,300円土・休前日

　　  お夕食は旬の食材を使った
　　  特選会席
★1名様プラス1,000円でお夕食が
お部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円で黒毛和牛の
すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ、金目
鯛のしゃぶしゃぶのグルメ会席に変更可
  　　●江ノ電1日乗車券「のりおりく
ん」付（大人600円相当） ●駐車場は
チェックイン前でもＯＫ！ ●小学生未
満で添い寝のお子様は無料（夕食時に
ご飯＋ふりかけサービス）

客室からも港の見える丘公園、横浜ベイブリッジが一望

丘の上のブルーライトプラン春の横浜!

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園
KKR ポートヒル横浜 045-621-9684

中華街満喫プラン

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

横浜港の夜景（イメージ）横浜港の夜景（イメージ）4/1～6/30／海側BT付和室／
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　
※4/28～5/5は別料金のため要問合せ

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,300円
12,800円土・休前日

●春野菜の菜園仕立て ●桜
鯛のポワレ ●旬の果実にプ
ティケーキを添えて･･･など♪

モーニングコーヒーを
サービス

■1泊2食 1室2名～
平日
★夕食は中華街の銘店で豪華中華コース

※4/28～5/5は別料金

ツインルームでごゆっくりとお過ごしください

ツインのシングルユース
プラン

東京都目黒区東山1-27-15
KKR ホテル中目黒 03-3713-8131

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 ツイ
ンルームBT付

ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

4/15～6/27（土・休前日
除く）／1日5組限定／電
話予約限定

■お１人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付 全日

通常8,100円→1室1名
（ツインルーム） 7,500円

朝食は和食ビュッフェを
無料提供

※ホテル公式HPにご案内あり又はお電話ください

 東京都　中目黒 東京都　中目黒

おすすめ観光

●渋谷(電車4分)
●新宿三丁目(電車10分)
●横浜中華街(特急31分)
●上野動物園(電車34分)
※中目黒駅からの所要時間

神奈川県　湘
南･逗子海

岸
神奈川県　湘

南･逗子海
岸

神奈川県　横浜神奈川県　横浜

神奈川県　鎌倉神奈川県　鎌倉 神奈川県　片瀬海岸神奈川県　片瀬海岸

14,800円土・休前日16,300円

22,200円

長谷寺あじさいプラン 6/1
～30

平日
★長谷寺拝観券付（大人300円相当）
14,500円 土・休前日15,300円

おすすめ観光

港の見える丘公園
バラの見頃：5月～6月中旬（ホテル隣接）

八景島シーパラダイスへGO～
八景島シーパラダイスチケット付プラン平日

限定

神奈川県逗子市新宿3-2-26
KKR 逗子  松汀園 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

4/8～6/29（土・休前日と4/28～
5/5除く）／BTなし和室

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 平日のみ 1室2名～

大人 9,480円
中学生 8,320円
小学生 6,730円

　　  大人と中学生は軽めの会席
コース、小学生はお子様食
★1名様プラス1,500円で「豪快舟
盛り」に変更可（要予約）
★1名様プラス3,500円で「葉山牛
＆舟盛り」に変更可（要予約）

★4つの水族館を楽しめる「アクアリゾーツ
パス」付（通常大人3,000円） ★1名様プラ
ス1,700円で「ワンデーパス」に変更可

八景島シ
ーパラダイス八景島シ
ーパラダイス

のりおりくん
1日乗車券付

江の島＆鎌倉観光にとっても便利！

各駅の旅プラン江の島♪鎌倉♪

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
KKR 江ノ島ニュー向洋 0466-23-7710

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

　江ノ電（イメージ）　江ノ電（イメージ）

4/1～6/30 ／T付客室／1室
1名様利用はプラス1,000円
／BT付客室は1名様プラス
1,000円

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,800円
11,800円土・休前日

新鮮な旬の魚介類が
いっぱいの和風会席料理
●江ノ電1日乗車券「のりお
りくん」付（大人600円相当）
●駐車場は宿泊日と翌日も
終日無料！

おすすめ観光
●江ノ島駅～長谷駅（江ノ電18分）
●江ノ島駅～鎌倉駅（江ノ電23分）
●江ノ島駅～鎌倉高校前駅（江ノ電5分）
●江の島（徒歩約15分）
●新江ノ島水族館（徒歩約12分）

シャトルバス運行

江ノ電
1日乗車券

付

江ノ電
1日乗車券

付

※4/1～3利用は1名様プラス500円
※5/3～5利用は別料金

素泊まり 火曜日から土曜日の15:00から30分毎に中
目黒駅近く出発最終22:00 中目黒駅正面口
右バス停先TSUTAYA横⇒ホテル

トイレ付客室を1名様
プラス1,100円でご利用できます

2/10リニューアル！

車30分or電車50分（イメージ）車30分or電車50分（イメージ）

■1泊2食 1室2名～

東京都　竹橋東京都　竹橋

6/30
まで

6/30
まで

★洋室のベットは全てシモンズ社製の
ダブルベッド

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/01/tokyo-famiry.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160225-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/nakameguro-singleuse.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/yokohama-frenchcasual%20.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/yokohama-chinatown.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/zushi-heijitsu-hakkeijima.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/kamakura-enodenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/zushi-hasederaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/enoshima-kakuekitabiplan.html


  　　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）

おすすめ観光

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
KKR 宮の下 0460-87-2350

やわらか、ジューシー、とろける味わい…

選べる足柄牛プラン
■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

平日 14,650円
16,150円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

神奈川県
箱根・
木賀温泉

料理（イメージ）料理（イメージ）

地元ブランド「足柄牛」を
ステーキ・しゃぶしゃぶ・
すき焼きからご選択 
※すき焼・しゃぶしゃぶは
2名様から

4/1～6/30（4/28～5/5除く）
／ 1室1名様利用はプラス
1,500円（平日のみ利用可） 
★1名様プラス5,000円で
『露天風呂付客室』に変更可
（2名様から）

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（14:30～18:00）

★4/9～13、4/16～20、6/4～7
利用は700円引

木賀会席プラン
■1泊2食 1室2名～

■1泊2食 1室2名～

※4/28～5/5除く

9,950円~12,150円

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
KKR 湯沢ゆきぐに 025-784-3424

日替わり新潟の名酒飲み放題
＆ソフトドリンク飲み放題

■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

平日 9,950円
11,950円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

新潟県
越後湯沢
温泉

紅ズワイガニ（イメージ）紅ズワイガニ（イメージ）

4/1～6/30（5/3～5除く）
／ 1名様プラス1,000円で
ベッドルームに変更可

JR越後湯沢駅　
無料送迎（要予約）

静岡県伊豆の国市古奈82
KKR 伊豆長岡  千歳荘 055-948-0010

お魚かお肉でお選びいただくチョイスプラン

■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

平日 9,700円
11,200円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

静岡県
伊豆長岡
温泉

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）

金目鯛の煮付（イメージ）金目鯛の煮付（イメージ）

金目鯛の煮付orあした
か牛ステーキを選んで、
美味しい旬菜と共に！
4/1～6/30（5/3～5
除く）／ 1日限定5組

※4/28・29利用は土・休前日料金
プラス500円

静岡県熱海市春日町7-39
KKR ホテル熱海 0557-85-2000

静岡県産３種肉陶板焼きプラン
■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

平日 12,800円
15,800円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

静岡県
伊豆・
熱海温泉

料理（イメージ）料理（イメージ）

4/1～6/30（4/28～5/5と花火
大会開催日を除く)／1室4名様
以上利用はお1人様
1,000円引

伊勢海老＆
鮑＆金目鯛プラン

平日
※4/28～5/5と花火大会開催日を除く

16,800円
土・休前日 19,800円

　　金目鯛の煮付or
あしたか牛ステーキお好みプラン

●三島スカイウォーク（車30分）
●世界遺産！韮山反射炉（車10分）
●三津シーパラダイス・あわしま
マリンパーク（車20分）
●修善寺虹の郷（車20分）

おすすめ観光
●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：珍しい深海の生物
を60種1,500匹展示（沼津漁港隣接）
●三島スカイウォーク：富士山が見える！
日本一長い吊橋（車30分）

静岡県沼津市志下192
KKR 沼津はまゆう 055-931-0592

コスパが高いお得なプラン

海の幸山の幸プラン
■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

4月・6月の平日 12,150円
12,650円5月の平日

15,150円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

静岡県
沼津

料理（イメージ）料理（イメージ）
あしたか牛ステーキ、かさごの
煮付け、桜海老のかき揚げな
ど駿河の味を堪能

4/1～6/30（4/28～5/5除く）
／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）
JR沼津駅南口　
無料送迎　迎え16:00（要予約）

人気

●日替わり新潟の名酒飲み放題
●ソフトドリンク飲み放題

※お問い合わせは施設まで

5階フロアは
ワンちゃん同室専用客室

おすすめ観光
湯沢高原高山植物園
アルプの里
4月下旬よりグリーンシーズン営業開始
★ロープウェイ乗り場まで徒歩5分

新潟県妙高市関川2275
KKR 妙高高原  白樺荘 0255-86-2113

日本最高峰の聖地のひとつ戸隠五社を巡ろう

■お１人様あたりの組合員料金

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1泊２食 1室2名～

平日 7,700円
8,700円土・休前日

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

新潟県
池の平
温泉

戸隠神社奥社参道杉並木（イメージ）戸隠神社奥社参道杉並木（イメージ）
上信越の食材を使用した季節
の和食膳
4/1～6/30（5/3～6除く）／
1室1名利用はプラス500円／
BT付客室は1室あたりプラス
3,000円
妙高高原駅  無料送迎（要予約）
迎え　15：05　15：26
送り　10：00

天の岩戸開き伝説
パワースポットプラン

おすすめ観光
戸隠神社（車約38分）
天の岩戸伝説ゆかりの戸隠神社は、霊山・
戸隠山の麓に奥社・中社・宝光社・九頭龍
社・火之御子社の五社からなる創建以来
二千年余りに及ぶ歴史を刻む神社です
※電車の方は長野駅よりバス7番乗り場約60分

お子様
（小学生まで） 全日5,000円

自家源泉かけ流しの露天風呂＆全室オーシャンビュー♪

開催日
4/14・22、5/12・27、6/3・17

土曜日は
生わさび付

貸切風呂もかけ流しの温泉！
さらに利用が無料！
平成30年3月に家族風呂脱衣室が
「バリアフリー」になりました

要予約

茹で紅ズワイ1杯付プラン春解禁

茹で紅ズワイガニがお1人様に
1杯付いた季節会席 ※紅ズワイ
ガニのご用意は先着300杯を予定

6/30
まで

6/30
まで

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/miyanoshita-ashigarabeefplan.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/2017/08/atami-iseebiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/izunagaoka-kinmeashitakabeef.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/numazu-umiyamaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/yuzawa-benizuwaikaniplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/myoko-powerspot.html


名古屋城下町散策プラン

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
長野県 上諏訪温泉

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 諏訪湖荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

0266-58-1259

ピンクの春色深まる甲府盆地をお楽しみください

甲州牛ステーキプラン行楽シーズン到来！

山梨県 甲府

山梨県甲府市塩部3-6-10
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 甲府ニュー芙蓉
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

おすすめ観光
●諏訪大社（上社・下社とも車20分） 
●SUWAガラスの里（車15分） 
●高島城の桜（徒歩10分）例年4月中旬が見頃 
●“天下第一の桜”高遠城址公園（車60分）

おすすめ観光
●わに塚の桜：4月上旬から中旬（車40分）
●歌舞伎文化公園のボタン：4月下旬（車40分）
●富士川クラフトパークのバラ園：
5月中旬～6月中旬（車60分）

●さくらんぼ狩り：
5月中旬～ハウス栽培、6月～露地物（車30分）
●河口湖大石公園のラベンダー：
6月下旬～7月上旬（車70分）

4/1～7/11（5/3～5は要問合
せ）／トイレ付客室利用は1名様
プラス1,000円

4/1～6/30／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（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

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,800円
10,800円土・休前日

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,950円
11,950円4/28～5/5

柔らかな黒毛和種の甲州牛をメインに
地の物を生かした会席膳

畳の畳の館内館内が心が心地よ地よい天い天然温然温泉かかけ流け流しの宿宿
長野県 訪上諏訪訪温泉

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,800円
10 800

長野県産牛ヒレステーキ&
リブロース食べ放題プラン

●ロビーに無料ソフトドリンクバー
●女性にはおしゃれ浴衣をご用意
●ロビーにコミックコーナー・絵本コーナー

料理（イメージ）料理（イメージ）

色彩豊かな春のおすすめ創作会席をお楽しみください
岐阜県 下呂温泉

岐阜県下呂市森1209
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 下呂しらさぎ
チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 全室T付

0576-25-5505

おすすめ観光
●飛騨小坂の滝めぐり（車40分）　
●ゆけむり朝市（徒歩3分）
●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

4/1～6/30（4/14・28・29、
5/3～5除く）／リビング付
ベッドルームは別料金

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～

平日
通常 11,600円→10,300円

11,300円土・休前日
通常 12,600円→

飛騨牛と筍の艶煮、蛸雲丹酢掛
け、白魚玉〆、ノルウェーサーモ
ン菜の花焼きほか（全7品）
※5月からは初夏の献立に変更と
なります

春の巧味会席

料理（イメージ）料理（イメージ）

小学生のお子様添い寝無料！
石川県 金沢

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル金沢

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
076-264-3261

おすすめ観光
●不思議体験がいっぱい！21世紀美術館
（バス10分） ●いろんな種類の金箔体験！
（市内各所） ●兼六園(徒歩8分)＆金沢城
公園(徒歩1分) 桜の開花にあわせてライト
アップを開催

4/1～6/30（4/28～5/5、6/2除く）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1～3名

平日 8,000円
9,000円土・休前日

　　  朝食は和洋のブュッフェ
★話題の「金沢カレー」ご用意！
※添い寝のお子様の朝食料金900円（小学生）

小学生のお子様添い寝無料！
石川県 金沢

■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1～3名

平日 8,000円
9 000

お子様歓迎プラン
朝食（イメージ）朝食（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

金澤フレンチプラン

平日
※4/28～5/5、6/2除く　※3日前まで要予約

11,000円 土・休前日12,000円

ン
自家源泉かけ流し露天風呂で日頃の疲れを癒しに♪
岐阜県 平湯温泉

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 平湯たから荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付　

0578-89-2626

おすすめ観光
●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●上高地（バス30分）4月中旬から
●乗鞍スカイライン（バス50分）5/15から

4/1～6/30（4/28・29、5/3～
5除く）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 全日 1室2名～

4/1～27・30 11,800円
12,200円5/1・2、

5/6～6/30

飛騨牛が1品付いた季節の
山海グルメ和会席

奥飛騨 和会席プラン

料理（イメージ）料理（イメージ）

なごみ

平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

源泉かけ流し露天風呂で
日頃の疲れを癒しに♪
内湯・露天風呂・家族風呂（貸切風呂）が一晩中入浴ＯＫ

名古屋城へはとても近く歴史散策にぴったり
愛知県 名古屋

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
KKR ホテル名古屋

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
052-201-3326

おすすめ観光
●名古屋城本丸御殿（徒歩5分） ●徳川園・
美術館（車15分） ●名古屋城の新たな観光
スポット「金シャチ横丁」（徒歩5分） 名古屋
のうまいものを一堂に集め3/29オープン

4/1～6/30／ 1室2名様
以上利用は名古屋城側客室

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～

平日 11,600円
13,100円土・休前日

　　  四季折々の旬の食材に
彩られた四季会席
★4月は、にぎり寿司をセットした
四季会席「寿司御膳」を提供

料理（イメージ）料理（イメージ）

キ

特別謝恩プラン 金シャチ横丁
オープン！
金シャチ横丁
オープン！

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)

　　  ●アーリーチェックイン
13:00 ●1室3名様利用は1部屋
あたり1,000円引 ●駐車場無料

平成29年10月28日全室リニューアル

さわやか朝食付プラン
6,800円

土・休前日8,300円
平日

お子様（小学生）添い寝
無料（通常2,000円）

  　　長野県産牛の食べ放題がメインの
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

■1泊2食 1室1～3名

■1泊朝食付

6/30
まで

6/30
まで

※4/11～13、4/15～20、4/29～5/1は
平日料金に1名様プラス500円

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/suwako-beeftabehoudai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/kofu-kousyubeefplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kanazawa-okosamaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kanazawa-frenchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/hirayu-nagomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/gero-spring-takumiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/nagoya-jyoukamachilan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/08/nagoya-morning.html


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♪

三重県鳥羽市安楽島町1075 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鳥羽いそぶえ荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
0599-25-3226

鳥羽
三重県

月替わりの海鮮会席料理 4/1～6/30 ／ T付客室は1名様
プラス1,000円／ BT付客室は
1名様プラス2,000円

お子様
（小学生） 全日8,800円

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～ 大人

平日 12,500円
14,000円

小学生（お子様ランチ）

7,500円
8,500円

中学生（大人料理）

10,000円
11,000円土・休前日

鳥羽水族館・ミキモト真珠島・鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽３大スポットめぐりチケット付プラン

伊勢海老＆
鮑＆松阪牛プラン
平日 14,850円
土・休前日 16,350円

★通常大人5,800円の鳥羽まるみえパスポート料金を含みます

鳥羽水族館／ジュゴン（イメージ）鳥羽水族館／ジュゴン（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

滋賀県大津市下阪本1-1-1 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテルびわこ
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
077-578-2020

琵琶湖
滋賀県

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

日～木曜 14,250円
15,250円金曜日

16,750円土・休前日

お肉の味が良く分かるステーキで
日本三大和牛を味わう！

近江牛ステーキ膳プラン

※4/1～17、4/28～5/6は別料金のため
要問合せ

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 白浜  美浜荘
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
0739-42-3383

白浜温泉
和歌山県

4/1～6/30（4/28～5/5
除く）／ 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

家族みんなでパンダを見に行こう！！

四季めぐり会席プラン

★通常大人4,500円のアドベンチャー
ワールド入園券付

料理（イメージ）料理（イメージ）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 15,300円
16,300円土・休前日

アドベンチャー
ワールド入園券付
アドベンチャー
ワールド入園券付

おすすめ観光
●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）

人気の近江牛を豪快に溶岩
で焼いていただきます！

4/1～6/30／客室定員利用
JR唐崎駅無料送迎　
駅到着時にお電話ください

和室1室4名様以上利用で
鯛のうす造りサービス

料理（イメージ）料理（イメージ）

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 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
KKR 京都くに荘

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
075-222-0092

京都
京都府

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～ 平日

4/9～14、
5/8～5/20 17,650円

15,650円4/15～22、
4/28・29

14,650円4/23～27、
4/30～5/2、
5/6・7

春の味覚・筍をふんだんに使用した京料理

筍料理プラン

※4/1～6・8、5/3～5利用は1泊2食
19,650円、4/7利用は1泊2食21,650円

国産筍と和牛ロースの溶岩焼
でお肉もたのしめる京料理
（全11品）
4/1～5/20／土・休前日利用
は1名様プラス2,000円／
客室定員利用

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル梅田

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
06-6362-6800

梅田
大阪府

朝食は1階『タリーズコー
ヒー』にて洋食セットを
1食830円でご用意可
（7:00～11:00）

4/9～6/30／1日限定5
室／ツイン・クイーンダブ
ルは3名利用も可能、和
室等もあります（料金は
要問合せ） ※5/3・4は別料
金のため要問合せ

４．５．６春プラン

客室
（イメージ）
客室
（イメージ）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊素泊まり 平日・日曜

7,000円
5,000円

土・休前日と4/29

10,000円
6,000円

組合員限定組合員限定

JR大阪駅から
徒歩8分！

シングル
1室1名
セミダブル
1室2名

6,500円 8,000円クィーンダブル
1室2名

7,000円 8,500円ツイン
1室2名 オプション

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
KKR ホテル大阪

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
06-6941-1122

森之宮
大阪府

  　　大阪城を一望できる12階の
レストランで和洋朝食バイキング

　　  4/8～6/30（4/28、5/3・4
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）
／リニューアル
フロア利用は
1名様プラス
1,000円

■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室2名

平日 6,500円
8,500円土・休前日

美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

健康一番朝食付プラン

減塩フレンチ
ディナープラン
平日9,400円~ 土・休前日11,400円~

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

※4/28、5/3・4は除外日

★夏野菜たっぷり塩分を2g程度に抑えたフレ
ンチ ★減塩会席、通常の和食・洋食もご用意可 
※和食は前日まで、洋食は3日前までの要予約

全て車移動10分全て車移動10分

■1泊2食 1室2名～ （車10分）

パンダに会える！
5頭のジャイアント
パンダに会える！
5頭のジャイアント

（イメージ）

アドベンチャー
ワールド
アドベンチャー
ワールド

4月からは
国産たけのこ♪
4月からは

国産たけのこ♪

京の夏～

■1泊2食

14,650円～
はも会席プラン

21,650円

6/1
～30

4/8～
6/30

京都観光がおすすめめ
京都駅 ⇔ 唐崎駅
 JRで14分

ご宿泊前後の

■1泊2食 1室2名

6/30
まで お造り3種盛りに「鮑」を

お1人様に1個ご用意！

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/toba-ticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/01/toba-iseebiawabi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/shirahama-awspassplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/biwako-oumibeefsteakplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/01/kyoto-sikisaikaiseki-spring.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/kyoto-hamokaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/umeda-34springplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/oosaka-kenkouichibanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/05/osaka-frenchplan.html


がまだすプラン

日本庭園を眺めながら春限定の
メニューをご堪能ください奈良

奈良県 城崎温泉
兵庫県

奈良県奈良市高畑大道町1224
KKR 奈良みかさ荘

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

夕食は料理長おすすめ春の季
節会席　朝食は大和名物「茶
がゆ」（白ごはんに変更可）
4/1～6/30／ 1室1名様利用
はプラス1,000円

四季会席四季会席
■お１人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日 13,300円
14,300円土・休前日と

4/1～7、4/28～5/5

おすすめ観光
●奈良公園（徒歩5分）
●東大寺（徒歩5分）　
●春日大社（徒歩5分）料理（イメージ）料理（イメージ）

奈良公園の鹿（イメージ）奈良公園の鹿（イメージ）

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

兵庫県豊岡市城崎町湯島75 ※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
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

　　  地元でとれた海の幸を使った
お料理 ★1名様プラス2,000円で
「但馬牛しゃぶしゃぶ会席」に変更可
（2名様より） ★1名様プラス3,000
円で「焼きがに会席」に変更可
※夕食の変更は前日午前中までの要予約

  　　4/1～6/30／ 1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利用可）
／トイレなし客室利用
※5/3～5は別料金のため要問合せ

7つの外湯めぐり入浴券
プレゼント

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 8,900円
9,900円土・休前日

外湯／さとの湯（イメージ）外湯／さとの湯（イメージ）

城崎温泉
兵庫県

外湯外湯めぐめ りでで城崎城崎温泉温泉をおを 得に満喫お得に満喫！

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 8,900円 ）ジ）メージジイメメ（イ外湯／さとの湯（湯 湯外湯外湯／湯／さ／さとさとの湯の湯（イ（イメイメージ））ジ）

春のお得プラン春吉野会席プラン

愛媛県松山市岩崎町1-7-37 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

※熊本弁でがんばるの意味

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
089-941-2934

旬の瀬戸内食材を使用した
人気の和会席料理

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,650円
14,150円土・休前日

但馬牛会席プラン
平日 13,900円
土・休前日 14,900円
※5/3～5は別料金

湯田温泉
山口県

ご家族みんな嬉しい特典付♪

山口県山口市神田町2-18 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 山口あさくら
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
083-922-3268

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
KKR ホテル博多

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
092-521-1361

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
KKR ホテル熊本

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
096-355-0121

夕食は月替わりの会席料理(全12品)
Ａお子様：子ども会席
Bお子様：エビフライステーキセット

4/1～6/30（4/28～5/5利用は特別料金）　

●小学生未満のお子様にお子様ランチ（夕・
朝食）を1グループに1名様分とアイスク
リーム券をプレゼント　●小学生には夕食
時、子どもビール(炭酸飲料)をお1人様1本
●大人の方へは夕食時、日本酒またはソフト
ドリンクをお1人様1杯　●ゆっくり滞在
（チェックイン14:00、チェックアウト翌
11:00）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 13,350円
15,350円

Ａお子様（小学生）

9,345円
10,745円

Ｂお子様（小学生）

6,675円
7,675円土・休前日

わくわくファミリープラン

博多
福岡県 博多にお越しの際には

是非お召し上がりいただきたい品々です

博多もつ鍋いろどりご膳プラン
熊本
熊本県

全客室デザイナーズルーム＆シモンズベッド

松山・
道後温泉

愛媛県

季節のお料理を中心にした献立でご提供

春の坊ちゃんプラン

胡麻カンパチ、もつ鍋など、博多名物を
コースにしました ★もつ鍋は、鯛ちりへ
変更可（要事前予約）

4/1～6/30／洋室限定／ 1日限定
3室／3日前まで要予約

●生ビール又はソフトドリンクの
ワンドリンクサービス
●滞在中の駐車場料金無料

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

客室（イメージ）客室（イメージ）

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1～3名

平日 9,940円
12,040円土・休前日

　　  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
★朝食会場から「熊本城」大天守
復元（最上階4月完成予定）の勇姿
を至近に望めます

■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室2名～

平日 7,400円
8,400円土・休前日

おすすめ観光
●天神（車5分）
●博多（車10分）
●ヤフオクドーム・
福岡タワー（車20分）
●大宰府天満宮・九州
国立博物館（車30分）

健やか
朝食付プラン
平日 6,700円
土・休前日8,800円

朝食付 朝食付 

4/1～6/30／城側客室は1名様
プラス1,000円／電話予約限定

  　　●駐車場代無料（滞在中何    
　　  度でも入出庫ＯＫ）
●阿蘇伏流水白川水源「くまもん」
ミネラルウォーター付（お1人様1本）

おすすめ観光
●熊本城界隈/二の丸：城郭主要24か所に
は案内板が設置（散策圏内）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

■1泊2食 1室2名～

※5月利用は大人プラス1,000円、Aお子様プラス700円、Bお子様プラス500円

4/1～6/30（4/28～5/5
除く）／ツイン利用はお1人
様1,000円引 ★6/1～30
利用はお1人様1,000円引

■1泊朝食付 1室1～3名

6/30
まで

6/30
まで

料理（イメージ）料理（イメージ）

道後温泉に新しいスポット
飛鳥乃湯泉が
平成29年12/26グランドオープン
道後温泉本館、椿の湯、と
計3か所の外湯が楽しめます

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/nara-shikikaiseki-spring.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/shirosaki-springplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2017/11/kinosaki-tajimagyukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/yamaguchi-6familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/02/dogo-springbocchan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/03/hakata-motsunabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160530-hakataplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2016/12/20160317-kumamotojyoplan.html


http://www.kkr.or.jp/hotel/package/
http://www.polestar-sapporo.com/
http://www.hotelgp-hiroshima.com/
http://www.hotelgp-sendai.com/
http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
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