『ググっとぐんま写真館』から転載

●マークのご案内

チェックイン時に
精算をお願いしてます

KKR かわゆ

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

☎015-483-2643

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:川湯温泉

北海道の旬を満喫！

1室2名～

日

☎0138-57-8484

函館満喫 得々プラン
■お一人様あたりの組合員料金

旬の食材を
使った和食会席

6月・9月

7月・8月

9,330 円

1室1名～

10,500 円

11,500 円

美味しい料理をお部屋食で！

極み会席プラン

知床和牛と北海道の蟹を
贅沢に使用した会席料理

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

北海道函館市湯川町2-8-14

1泊2食 平日

8,830 円

平

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:函館

土・休前日と8/10～18

知床和牛＆蟹づくし

1泊2食

KKR はこだて

北海道

函館･湯の川温泉

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

海の幸＆山の幸をたっ
ぷり楽しめる美食プラン

■お一人様あたりの組合員料金

平

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

1泊2食付のお得なプランです♪

四季御膳プラン
1泊2食

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

北海道・東北

北海道

川湯温泉

洗浄器付トイレ

（客室または館内に設置）

日

美食会席プラン

お部屋食

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日と8/10～18

1泊2食 平日

6月・9月

7月・8月

14,830 円

1室2名～

12,500 円

13,500 円

14,330 円

特別室利用は1名様あたり6月プラス
1,500円、7月～9月プラス2,000円
3日前午前中までの要予約
摩周湖（イメージ）

旬の食材を使った和食会席料理をゆったりお部屋食でご用意

※1室1名様利用はプラス1,000円
（夕食はレストランにてご用意）

●函館競馬（6～7月）●函館港花火大会（7月）
●はこだて港まつり（8月）●湯の川温泉花火大会（8月）

6/1～9/30／
土・休前日利用は1名様
プラス1,500円

※別途、
入湯税
（1泊あたり
150円）をお預かりします

函館山夜景（イメージ）

料理（イメージ）

6/1～9/30／1室1名様利
用はプラス1,500円 ★6/1～30
利用はお1人様500円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

JR川湯温泉駅
無料送迎（要予約）

●つつじが原朝の散策
（6月中旬～
7月上旬）●湯のまち川湯源泉ま
つり
（8月初旬～中旬）●神秘の摩
周湖
（車20分）●硫黄山
（車5分）
●天下の絶景美幌峠
（車45分）

1,700

円
（7/14～8/26は 1,400 円）
※日によって料金が変わります
※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

山形県

蔵王温泉

KKR 蔵王 白銀荘
山形県山形市蔵王温泉904-8

☎023-694-9187

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付
【最寄駅】JR:山形

緑爽やかな高原避暑地で天然温泉と山形の味覚を満喫

平日限定

お得な湯治連泊プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日のみ
1室2名～

1泊からOK

2泊目

1泊目

3泊目以降

8,800 円 8,300 円 7,800 円

旬の食材を駆使した料理長おすすめ会席
★牛カルビ鉄板焼きに同料金で変更可
★朝食時に好評「漬物バイキング」実施中

6/1～7/31、9/1～
9/30（土・休前日除く）

豪華食材を使った料理長特選新作メニューをご堪能ください

蔵王牛・うなぎ・鮎の特選会席プラン
■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

11,000 円 12,000 円

※8/1～9・19～31利用
は1名様プラス1,000円
※8/10～18利用は1名
様あたり平日料金プラス
3,000円

●蔵王牛を熱々鉄板でさっと焼
いてポン酢で食べる焼きしゃぶ
●うなぎと夏野菜の蒸しもの
●鮎の塩焼き 3品を加えた会席膳
料理
6/1～9/30
（イメージ）
1室1名様利用はプラス1,000円
／トイレ無客室は1名様1,000円引
※別途、
入湯税
（1泊あたり150円）
をお預かりします

JR山形駅前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
※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

蔵王温泉大露天風呂
（イメージ）

蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

温泉

家族風呂

最寄駅等からの送迎

（ 要予約/要条件確認 ）

最寄駅等からの迎え

駐車場

（ 要予約/要条件確認 ）

群馬県

水上温泉

駐車場

（有料）

（無料）

KKR 水上 水明荘
群馬県利根郡みなかみ町大穴859

☎0278-72-2345

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:水上

連泊するほどお得！天然温泉100％のお風呂でごゆっくり

初夏の寛ぎ連泊プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日のみ

関東

1室2名～

1泊目

1泊からOK

2泊目

8,450 円 8,250 円 7,650 円

季節の彩りに富んだ料理長おすすめ旬会席

6/1～9/30（土曜日、6/17～22、
7/15、7/22～8/31、9/16・23除く）

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。
3

3泊目以降

露天風呂（イメージ）

美味しさ、ボリュームともに大満足

赤城山麓牛
すき焼き鍋プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平 日

1室2名～

12,750 円

※7/14・15、8/11～18、9/15・16・22・23
利用は平日料金に1名様プラス2,200円
※上記以外の土・休前日は1名様プラス
1,700円

赤城山麓牛すき焼き鍋を
ご用意
6/1～9/30
1室1名様利用はプラス
2,000円

※別途、
入湯税
（1泊あたり150円）
を
お預かりします

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（税込）料金です ※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

すき焼き鍋（イメージ）

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

東京都

竹

橋

（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町1-4-1

☎03-3287-2921

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付
【最寄駅】東京メトロ:竹橋

アクセス至便のKKRホテル東京で
東京滞在をお楽しみください

ロングステイプラン

3泊4日以上ならお得！
■お一人様あたりの組合員料金

素泊まり3泊4日

1室2・3名

6,250 円

お子様添寝無料プラン

ツインルーム
（イメージ）

1泊サービス朝食付 1室2名（ツインルーム）

6,600 円

全 日
お子様
（小学生まで）

15,600 円
14,600 円

ベッド利用
添い寝

5,280 円
無料

シャトルバス運行
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

東京軍鶏の一人鍋や穴子の天婦
羅、江戸前寿司など東京ならではの食材
を贅沢に使った会席コース

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

平日のみ

■お一人様あたりの組合員料金

全 日

駐車料金無料（6:00～翌 22:00）
6/1～9/30／ツイン1室2名様
の場合1名様プラス1,500円で皇居側
のデラックスツインへ変更可／1室3名
様の場合は皇居側のデラックスツイン

■お一人様あたりの組合員料金

ご家族利用でリーズナブルなプランです

デラックスツイン
（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

1室2・3名

サマープラン

6/1～9/30（土・休前日、8/10～8/15・
9/14～16・21～23除く）／2名様から利用可

東京グルメプラン
1室1名

観光・ビジネスにご利用ください

1室2・3名

2食付の充実したプランをご用意

1泊２食

東京都目黒区東山1-27-15

☎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
【最寄駅】東京メトロ、東急:中目黒

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

早めのチェックイン可（通常15:00→13:00）
1名様プラス1,400円で和洋バイキング
のご朝食（6:30～9:00）
1日限定20室／3泊から利用可

KKR ホテル中目黒

1泊サービス朝食付

26,400 円（延泊8,800円）
22,200 円（延泊7,400円）

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

関東

1室1名

全 日

東京都

中目黒

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

中目黒駅正面口右バス停
シャトルバス
（イメージ）
先TSUTAYA横➡ホテル
※ホテル公式HPにご案内あり又はお電話ください

男性浴室（イメージ）

6/1～9/30／
2名様から利用可

※ベッド利用2名様に同伴の
お子様の添寝が無料

朝食は和食ビュッ
フェを無料サービス
（7:00～9:00）

●渋谷（電車4分）●新宿三丁目（電車12分）●上野動物園（電車33分）
料理（イメージ）

※中目黒駅からの所要時間 ★夕食はナカメの街で東京グルメ
（駅行きのシャトルバス利用可）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

神奈川県

横

浜

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

（ 要予約/要条件確認 ）

KKR ポートヒル横浜
神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

☎045-621-9684

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付
【最寄駅】横浜高速鉄道:元町・中華街

シェフのおすすめカジュアルフレンチコースと
横浜のイルミネーションをご満喫ください！

YOKOHAMA

カジュアルフレンチ夕食付プラン
1室2名～

神奈川県

湘南･逗子海岸

神奈川県逗子市新宿3-2-26

☎046-871-2042
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

関東

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

料理（イメージ）

6,480 円
7,980 円

葉山牛サーロイン
又は絶品あわびプラン

横濱ジャポネプラン

■お一人様あたりの組合員料金

平 日

6/1～9/14（7/14～8/18、8/25
利用は特別料金）
／海側バス・トイレ付和室利用
／山側和室または1室3・4名様利用は割引あ
り／3日前まで要予約／2名様から利用可
●朝食時にモーニングコーヒーをサービス
●夕食時にワンドリンクをサービス

横浜開港祭、
【６月】

リングトワイライト」

中華街「関帝誕」
【８月】
【9月】元 町「 チ ャ ー ミ ン グ
セール」、三溪園「観月会」

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
【最寄駅】江ノ電:由比ヶ浜

長谷寺拝観券付＆おみやげ処「小町」割引券付

長谷寺満喫

古都鎌倉・あじさいプラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
1室1名～

6/1～30の平日 7/1～13の平日

土・休前日

14,500 円 11,800 円 15,300 円

夏を彩る特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可（和室限定）
6/1～7/14
★1名様プラス2,000円でグルメ会席コースも
長谷寺／紫陽花（イメージ）
大人気（黒毛和牛のすき焼き・ステーキ・しゃぶしゃぶ、
金目鯛のしゃぶしゃぶ、相模三元豚のしゃぶしゃぶ）
●長谷寺拝観券付（大人300円相当）
●おみやげ処「小町」500円割引券付
（1部屋に1枚）※1,000円以上の購入時利用可

江ノ電でめぐる
鎌倉物語

平 日

特選会席プラン

土・休前日

秋を彩る特選会席

9,980 円
11,980 円

選べるグルメは「葉山牛サーロイ
ン」
「あわび」
から1品お選びください
★1名様プラス2,000円で両方楽しめます
夏季シーズン中は、到着日9:00か
らチェックアウト日16:00まで休憩室・駐
車場・温水シャワー無料♪
6/1～9/30（7/14・15・21・28、
8/4～18・25、9/1・15・16・22・23除く)

KKR 江ノ島ニュー向洋
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

☎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
【最寄駅】小田急、江ノ電:江ノ島

季節の花が美しい江ノ島・長谷・鎌倉観光をじっくりと♪ 1泊からOK

平日限定

湘南リゾート旅

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平日のみ

1泊目

2泊目以降

平日

プラン

7,850 円 7,350 円

6/1～7/27、8/30～9/30
（土・休前日と7/24、8/22除く）

江ノ電
（イメージ）

量控えめ季節のお膳料理

連泊の方には昼食サービス

海の恵み、季節の美味が、贅がいっぱい！
！

湘南の夏！

平 日

とっておきの江ノ島プラン

土・休前日と
7/29～8/8

相模湾等の魚介類いっぱいの
とっておき和風会席
6/1～9/30（8/4・9～18・22除く）

1室2名～

10,850 円
12,850 円

片瀬東浜海岸（イメージ）

※8/19～29利用は1名様プラス500円
料理（イメージ）

1室1名～

11,800 円
15,300 円

神奈川県

湘南･片瀬海岸

1泊2食

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

●横須賀軍港めぐりクルーズ
（電車3駅）大人1,400円
●八景島シーパラダイス
（車30分）チケット販売あり

土・休前日と
7/13～8/31

■お一人様あたりの組合員料金

熱海の温泉と会席料理が大人気！
一日乗車券
のりおりくん付

シングル利用、昭和館
トイレ付、大正館指定は1名様
プラス1,100円

1室2名～

平 日

葉山牛（イメージ）

八景島「あじさい祭り」

【7月】山 下 公 園「 ス パ ー ク

KKR 鎌倉わかみや

倉

1泊2食

13,300 円 14,800 円

料理（イメージ）

鎌

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日

●本日の鮮魚3点盛り ●牛フィレ肉のロ
ティ ●季節の炊込み御飯 ●旬の果実･･･など♪

舟盛（イメージ）

ファミリービーチ逗子海岸までは歩いて3分！

ご年配の方でも安心してお召上がりいただけます

1室2名～

6/1～7/12、9/2～30
（土・休前日除く）／1日限定3室

平日のみ

●基本会席はちょっと軽めの会
席コース ●松汀園名物の豪快舟盛コー
スは特におすすめ

●鮮魚のオードブル ●牛
フィレ肉のグリエ ●季節の果実
とプティケーキ･･･など♪

1泊2食

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部T付
【最寄駅】JR:逗子、京急:新逗子

松汀園スタンダードプラン
豪快舟盛コース

和洋折衷夕食付

駐車場

（無料）

KKR 逗子 松汀園

基本会席コース

11,300 円
土・休前日
12,800 円
平 日

神奈川県

江ノ電／鎌倉高校前（イメージ）

●江ノ電１日乗車券「のりおりくん」
付（600円相当）●おみやげ処「小町」
1室1名様利用はシング
500円割引券付（1部屋に1枚）
ルルーム／洋室のベッドはシ
モンズ社製ダブルベッド
9/1～9/30
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駐車場

（有料）

古都鎌倉へは電車でひと駅、ゆっくりめぐる湘南の旅

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）

駐車場は宿泊日と翌日も終日無料！
1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／トイレなし客室は
1名様1,000円引／バス・トイレ付客室は
1名様プラス1,000円
●片瀬東浜海岸
（徒歩3分）●新江ノ島水族館
（徒歩12分）
●江の島
（徒歩15分）●江ノ島駅～長谷駅
（江ノ電20分）
●江ノ島駅～鎌倉駅
（江ノ電25分）●辻堂海浜公園プール
（車約10分）

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（税込）料金です ※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

神奈川県

箱根・木賀温泉

チェックイン時に
精算をお願いしてます

（客室または館内に設置）

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

KKR 宮の下

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014 【最寄駅】箱根登山鉄道：宮ノ下

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

静岡県

伊豆・熱海温泉

☎0460-87-2350

1泊2食
1室2名～

平 日

12,150 円

山海の味覚を存分
に味わえる創作会
席料理

きんきプラン

北海の高級魚

11,800 円 11,300 円

日本料理・中国料理から選択可（要予約）
6/1～9/30（土・休前日と6/3・17、7/21～8/31、
9/15～17・22・23を除く）／1室1名様はシングルルーム

平 日

土・休前日

1室2名～

12,650 円

14,150 円

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

■お一人様あたりの組合員料金

●箱根登山鉄道沿線のあじさい
（6月下旬～7月中旬頃）

※天然源氏ホタルは気象状況等により
見られない場合あり

KKR 伊豆長岡 千歳荘

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】伊豆箱根鉄道:伊豆長岡

静岡県伊豆の国市古奈82

●MOA美術館（車10分）
●初島（船23分）

静岡県

沼

津

1泊からOK

湯治プラン
2泊目

平日のみ

7,700 円 7,200 円 6,700 円

蛤出汁に金目をくぐらせ美味しく食べる伊豆の味覚！
！

はま吸いの金目しゃぶしゃぶプラン

■お一人様あたりの組合員料金

平

日

土・休前日

西伊豆

1室2名～

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

土曜日と7/22・26・27、8/19

9,350 円 12,850 円

旬の食材を使った
会席料理

三島野菜付

静岡の幸満喫プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
日

1室2名～

10,350 円
13,850 円

箱根西麗三島野菜、サザ
エつぼ焼き、かさごの唐揚げ、桜
海老・しらすのお刺身、鯵のタタ
キなどがついた会席料理

6/1～9/30（7/28、8/4～18除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
※7/23～7/25、8/20～8/24・26は平日料金に
1名様プラス2,000円
※7/14・15・21、7/29～8/3、8/25、9/15・
16・22・23は土曜日料金に1名様プラス1,000円
をお預かりします
※別途、入湯税（1泊あたり150円）

メインは蛤出汁の金目鯛の
しゃぶしゃぶ！
6/1～9/30（8/10～15除く）
／2名様から利用可

洋室利用は1名様プラス500円
（定員2名）

平日

サザエつぼ焼き！三島野菜！かさごの唐揚げなどついてくる！

土曜日と
7/22・26・27、8/19

※9/15・16・22・23利用は土・休前日料金に
1名様プラス500円

土・休前日限定「生わさび」付

平 日

★6月の平日は1名様500円引

平

10,400 円
11,900 円

沼津で温泉三昧プラン

1泊2食

1室2名～

※連休の場合は初日のみ提供

静岡県沼津市志下192

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付
【最寄駅】JR:沼津

■お一人様あたりの組合員料金

3泊目以降

6/1～7/13、8/20～9/30
／ 土・休 前 日 利 用 は 1 名 様 プラス
旬の食材を使った日替わり会席
1,500円／1名様利用は平日のみ

1泊2食

KKR 沼津はまゆう

伊豆の観光拠点には沼津が便利

※9/15・16・22・23利用はプラス2,000円
（2名様から）

新登場！

料理（イメージ）

☎055-931-0592

☎055-948-0010

1室1名～

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

●KKR宮の下敷地内の天然源氏ホタル
（5月下旬～6月中旬頃）

1泊目

19,800 円

和洋室・和洋スーペリア利用
は1名様プラス500円（2名様以上）

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から
無料送迎（時間14:30～18:00）

1泊2食 平日

土・休前日

★1室4名様以上利用はお1人様1,000円引
伊勢海老のお造り＆鮑の
陶板焼き＆金目鯛の煮付け付
6/1～9/30
（6/3・17、
7/14
・15、
7/21～8/31、
9/15～17・22
・23を除く）
／2名様から利用可

★6/1・4～7、7/1～13の平日は、お1人様700円引
※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

日

16,800 円

1室2名～

6/1～8/3
（7/14・15除く）
／1室
1名様利用はプラス1,500円（平日のみ
利用可）／1室4名様以上利用はお1人様
500円引／お1人様プラス5,000円で
『露天風呂付客室』
に変更可
（2名様から）

かけ流しの露天風呂で

平

1泊2食

料理
（イメージ）

家族風呂が『バリアフリー』
に
なりました！

相模湾一望の大浴場（イメージ）

伊豆・箱根

1泊2食

静岡県

平日のみ

2泊目以降

伊勢海老・鮑・金目鯛がついた豪華スペシャル会席

■お一人様あたりの組合員料金

初夏の創作会席に
“きんき”
の
塩焼きが付いたグルメプラン

1泊からOK

熱海連泊湯治プラン

1泊目

1泊2食 1室1名～

お口の中でとろける味わいの
“きんき”
を、旨みが凝縮される塩焼きで・
・
・

伊豆長岡温泉

☎0557-85-2000
■お一人様あたりの組合員料金

ホタル
（イメージ）

土・休前日

10,650 円

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:熱海

静岡県熱海市春日町7-39

相模湾一望！

平日

■お一人様あたりの組合員料金

KKR ホテル熱海

敷地内から湧き出る温泉でのんびり♪

あじさい、ホタル…
風情豊かな初夏の箱根を満喫

木賀会席プラン

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

JR沼津駅南口 無料送迎
迎え 15：00（要予約）

金目しゃぶしゃぶ（イメージ）

KKR伊豆長岡 千歳荘・KKR沼津はまゆう

大好評 連泊プラン ２泊４食付17,600円

7/12までの日・月・火・水・木ご宿泊限定

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

各施設
１泊ず
つ

※詳細は各施設へお問い合わせください

料理（イメージ）

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）
●沼津港（車10分）昼食におすすめ！
●三島スカイウォーク（車20分）
日本最長の吊橋

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

KKR 湯沢 ゆきぐに

新潟県

越後湯沢温泉

最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:越後湯沢

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

☎025-784-3424
からOK

調理長のおまかせ
季節の日替わり御膳
6/1～7/25、8/19～
9/30（土・休前日除く）

3泊目以降

8,700 円 8,200 円 7,900 円

1室2名～

☎0255-86-2113

釜飯付会席プラン

季節毎の蟹・牛・松茸＋
1泊2食 1室2名～

平 日

紅ずわい１杯と蟹釜飯（6/1～7/25）
松茸土瓶蒸しと松茸釜飯（9/2～10/5）

11,950 円
12,950 円～14,950 円

牛肉陶板焼きと牛釜飯（7/30～9/1）
※7/30～8/9は平日13,950円、
8/10～20は平日14,950円、
8/21～9/1は平日12,950円

お手軽コース

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日

1泊目

※8月利用は１名様プラス500円

信越の食材を使用した上方仕立ての
優しい和食

きめ細やかな霜降りのとろける味わい

料理長おすすめコース
1泊2食 平日

6月・7月・9月

8月

1室2名～

9,200 円

10,200 円

上越ブランド『くびき牛』を
陶板焼きでご用意

甲信越

6/1～9/30
（8/11～15除く）
／
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500円／バス・
トイレ付客室は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

妙高高原駅 無料送迎（要予約）
料理（イメージ）

1室1名様利用はプラス2,000
円（平日のみ利用可）／和室ベッドルー
ム利用は1名様プラス1,000円

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付
【最寄駅】JR:上諏訪

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

☎0266-58-1259
一晩中入れるかけ流し温泉で癒しの時間を満喫

1泊からOK!

かけ流し温泉プラン

1室2名～

8,300 円

季節感楽しめる調理長
おすすめご膳

7月13日より全室禁煙となります

7/22～8/26は諏訪湖で連日花火が上がる！夏は3世代で諏訪湖へ！
！
全室
禁煙

すわっこ祭りバイキングプラン
1泊2食

1室2名～

7/13・17～20・22～27、
8/23・24・26～31、9/2
7/14・15・21・28～31、
8/1～3・5～9・16・17・19～22・25

9,800 円
10,800 円
13,800 円

8/4・10～14・18

7/13～9/2（7/16、8/15、
9/1除く）／2名様から利用可

KKR 甲府ニュー芙蓉
山梨県甲府市塩部3-6-10

☎055-252-1327

1泊2食

6/1～7/11、9/4～9/30（土・休
前日除く）／1室1名様利用はプラス500円

■お一人様あたりの組合員料金

府

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付
【最寄駅】JR:甲府

平日

料理（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

7,300 円

ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付

山梨県

甲

フルーツ歳時記プラン

2泊目以降

1泊目

料理（イメージ）

いろんなフルーツ狩りが楽しめます
さくらんぼ・桃・ぶどう…

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日のみ

●戸隠神社 ●善光寺 ●春日山城址 ●上
越市立水族博物館「うみがたり」6月オー
プン ●東洋一の高田公園蓮祭り（7月中
旬～8月中旬）●黒姫高原のコスモス（8
月下旬～9月下旬）※全て車で60分圏内

JR越後湯沢駅 無料送迎（要予約）
※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

連泊がお得

1日限定5組

■お一人様あたりの組合員料金

※連泊の場合、2泊目以降は別メニュー

6/1～9/30（7/26～29除く）
／土・休 前日利用は1名様プラ
ス2,000円

長野県

料理（イメージ）

2泊目以降

季節毎の厳選食材が楽しめる
料理長イチオシの会席です

上諏訪温泉

1泊からOK

7,700 円 7,200 円

1室2名～

紅ずわい1杯・牛肉陶板焼き・松茸土瓶蒸し
新潟の地酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題
■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
客室一部BT付
【最寄駅】しなの鉄道・えちごトキめき鉄道：妙高高原

新潟県妙高市関川2275

月替わり

平日

■お一人様あたりの組合員料金

2泊目

（無料）

連泊湯治や国立公園散策の拠点に

平日連泊プラン 1泊
1泊目

駐車場

（有料）

KKR 妙高高原 白樺荘

新潟県

池の平温泉

新潟の地酒 飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

1泊2食 平日のみ

駐車場

（ 要予約/要条件確認 ）

ステー キ・
寿司・お造り・デザ
ートなど約40種類
が90分食べ放題、
生ビ ー ル・信 州 ワ
イン・焼酎・ソフトド
リンクが飲み放題

平 日
土・休前日

1室2名～

8,950 円
9,950 円

月替わりワインビーフ
メインのご夕食

6/1～9/30（8/11～15除く）

送迎あり試食無料のぶどう園をご紹介（ぶどう狩り料金は含みません）

いち押しは

ぶどう狩りプラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
1室2名～

平 日

9,950 円

土・休前日

10,950 円

高級和牛「甲州牛」ステーキがメインの会席料理
7/20～9/30（8/11～15除く）

トイレ付客室利用は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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします
花火（イメージ）

●サクランボ狩り（6月）

提携農園で30分1,800円
（通常2,000円）

約800発

●ぶどう狩り（7/20～）
料理（イメージ）
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ぶどう狩り
（イメージ）

提携農園の送迎付試食無料

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（税込）料金です ※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

洗浄器付トイレ

●マークのご案内

石川県

金

沢

チェックイン時に
精算をお願いしてます

（客室または館内に設置）

KKR ホテル金沢

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付
【最寄駅】JR:金沢

石川県金沢市大手町2-32

☎076-264-3850

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

KKR ホテル名古屋

愛知県

名古屋

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

☎052-201-3326

［プラン予約専用電話］

主要観光の中心にある当館を拠点にゆっくり散策 1泊からOK

金沢

歴史文化散策連泊プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室1～3名

2泊目以降

1泊目

7,600 円 7,100 円

平 日

朝食は和洋バイキング
※土・休前日利用は1名様
プラス1,000円

お茶屋見学と加賀会席プラン
■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1～3名

12,900 円

13,900 円

治部煮を含む加賀会席を満喫
★1名様プラス2,200円で「のどぐろ会席」に変更可

さわやか朝食付プラン
6,800 円 8,300 円

1室1名～

名古屋城を眺めながら和洋朝食バイキング

期間限定！豪華食材を満喫

鮑！伊勢海老！海鮮グルメプラン

■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1名～

15,800 円

16,800 円

●ワンドリンクサービス
券進呈（夕食時利用可）●1室2
名様以上で名古屋城側のお部屋
をご用意 ●駐車料金サービス
●名古屋城入場券プレゼント
びがし茶屋街

写真提供：金沢市

65才以上は兼六園が無料！
※身分証明書をお忘れなく

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:高山
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

●金シャチ横丁（3/29オープン）
●本丸御殿（6/8完成公開予定）
★共に徒歩5分

KKR 下呂しらさぎ

岐阜県

下呂温泉

岐阜県下呂市森1209

☎0578-89-2626

6月・7月・9月期間限定！２泊目以降2,000円引！

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日
1泊目
2泊目以降

1室2名～

飛騨牛1品付！季節
の奥飛騨和の会席コース

12,200 円
10,200 円

定

平日限

料理（イメージ）

1・2泊目

3泊目

4泊目

5泊目以降

7,900 円 7,200 円 6,200円 5,800円

6/1～7/27（土・休前日除く）／
2泊から利用可

初夏の味覚と磯の香漂う豪華会席をご賞味ください

『雅』会席プラン

鮑・サザエ・蛤の海鮮炭火焼
料理（イメージ）

飛騨

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

■お一人様あたりの組合員料金

スペシャル会席プラン

1泊2食

平 日

土・休前日

1室1名～

14,500 円

15,500 円

鮑・サザエ・蛤の炭火焼、飛騨牛冷しゃぶほか豪華会席料理
★7/1～8/31は天然鮎スペシャル会席
6/1～6/30
となります（8/3・11・12除く）

16,800 円
17,800 円

料理（イメージ）

リビング付ツインルーム
利用は別料金

飛騨牛が4品付！四季折々の
食材を生かした豪華会席コース

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

1名様プラス1,000円で「お部屋食」
に変更可（1日3室限定）
洋室利用は1名様プラス
1,000円（1日1組2名限定）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

●上高地（バス30分）
●新穂高ロープウェイ（バス30分）

1泊2食 平日のみ

日替わりミニ会席

みやび

6/1～9/30（8/4～18除
く）／1日限定5室／2名様から利
用可

夏・湯ったり連泊プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1室1名～

飛騨牛４品付！季節の奥飛騨雅会席

1泊2食
6月・7月・9月の
平日
8月と
土・休前日

☎0576-25-5505

チェックイン／14:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:下呂

夏の下呂温泉でごゆっくりお寛ぎください

1泊からOK

6/1～7/31、9/1～9/30
／土・休前日利用はプラス1,000円
／1室1名様利用はプラス2,000円
／1日限定7室

奥

土・休前日

平 日

1泊朝食付

名古屋城／本丸御殿（イメージ）

KKR 平湯たから荘

和み２泊プラン

朝食会場（イメージ）

■お一人様あたりの組合員料金

中部・東海

岐阜県

本丸御殿に金シャチ横丁、新名所をゆっくり観光

6/1～9/30
（8/10～15
除く）
／3日前まで要予約

※不要の場合は1,000円引

平湯温泉

平成29年10月全室リニューアル

料理長厳選の日本料理に鮑と伊勢海老を豪快に提供

国指定重要文化財・お茶屋「志摩」
入館券（通常500円）と抹茶＆生菓子券
（通常700円）付

6/1～9/30（6/2、7/14・
15、8/11～14、9/15・16・22・
23除く）
／1名様プラス500円で金
沢城公園側のお部屋に変更可／1名
様プラス2,000円でツインからデ
ラックスツインに変更可
ゆっくり滞在 14:00～
翌12:00
（通常15:00～翌11:00）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付
【最寄駅】市営地下鉄：丸の内

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

ひがし茶屋街『志摩』入館券＋お抹茶と生菓子付！

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

JR下呂駅 無料送迎（要予約）

●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
●ゆけむり朝市
（徒歩3分）
●飛騨小坂の滝めぐり
（車40分）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります

8

●マークのご案内

三重県

鳥

羽

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

（ 要予約/要条件確認 ）

KKR 鳥羽いそぶえ荘
三重県鳥羽市安楽島町1075

☎0599-25-3226

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付
【最寄駅】JR、近鉄:鳥羽

清少納言も愛した、つるつるすべすべ美肌の湯

榊原温泉の湯で湯治連泊 得々プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平日のみ

1泊目

2泊目

3泊目以降

7,850 円 7,350 円 6,850

伊勢湾近海の魚介類
を使用した日替わり
円 「海鮮会席料理」

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

6/1～9/30（土・休前日と7/27、8/8～15を除
く）／1室1名様利用はプラス1,000円／2泊から利用可

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

KKR 白浜 美浜荘
和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

花火
（イメージ）

トイレ無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）

東海

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
を
お預かりします

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
日本三古湯（古泉）のひとつ白浜 源泉かけ流し温泉宿
1泊からOK

連泊湯治プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～
平 日

1泊目

2泊目

6/1～9/30
（7/14
～8/31、
9/15・16・
22・23除く）
／土・休
円
前日利用は1名様プ
ラス1,000円

3泊目以降

7,800 円 7,300 円 6,800

土・休前日と7/27、8/8～15

伊勢海老とあわびの贅沢三昧プラン
■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

13,800 円 14,800 円
料理
（イメージ）

11,850 円 13,350 円

●季節の前菜 ●鯛とぷりぷり伊勢海老の姿
造り
（2名様で1尾）●柔らか鮑の陶板焼き
（蒸し焼
き）●絶品・鯛めし茶漬け、ほか
●約700店舗で特典が受けられる「みえ食
旅パスポート」付 ●当館売店にてお土産10％割引
伊勢海老（イメージ）

駐車場

（無料）

新鮮な豪華食材を使った料理長が手掛ける料理を満喫

伊勢海老の姿づくりと
鮑の柔らか陶板焼きプラン
平 日

和歌山県

白浜温泉

駐車場

（有料）

料理長おすすめ日替り会席
（全8品）

多彩なおもてなし「みえ食旅パスポート」付

1泊2食

最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）

6/1～9/30／
1名様プラス2,000円
でバス・トイレ付特別
室に変更可／2名様か
ら利用可
敷地内から
鳥羽みなとまつり（7/27）、 見えます
鳥羽湾毎夜連続花火（8/4～26）

新鮮な伊勢海老
とあわびを贅沢に使った
会席をご用意
6/1～9/30
（7/14～8/31除く）
／トイレ無客室はお1人
様1,000円引
（イメージ）

1室1名様利用はプラス1,000円
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

ャー
アドベンチ
ワールド（車10分）

近畿
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※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（税込）料金です ※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

●マークのご案内

洗浄器付トイレ

チェックイン時に
精算をお願いしてます

（客室または館内に設置）

KKR ホテルびわこ

滋賀県

琵琶湖

滋賀県大津市下阪本1-1-1

☎077-578-2020
琵琶湖のほとりで味わう夏の贅沢

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付
【最寄駅】JR:唐崎

全室
禁煙

近江牛極み会席・夏会席「極み」

宿泊プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1室1名（シングル）

1泊2食

1室2名～

20,250 円 19,250 円
21,250 円 20,250 円
土・休前日と
8/8・16 23,750 円 21,750 円

6月の金曜日と
7/16～19・22～26、
7/29～8/2、8/19～24

※7/6・13・20・27、
8/3・5・6・9・17は日～木曜日料金に
プラス1,500円
（シングルはプラス2,000円）
※7/14・15・21・28、
8/10～15・18は日～木曜日料金
にプラス4,000円
（シングルはプラス7,000円）

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 【最寄駅】JR:京都

都

☎075-222-0092

かがり火の中、屋形船から嵐山の夜景と鵜飼を楽しめる！ 全室
禁煙

京都嵐山・夏の風物詩

鵜飼鑑賞チケット付プラン
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食
下記除く
月・水・金

日～木曜日

夏会席「極み」
（イメージ）

大人1室4名様以上の
ご利用で鯛のうす造りサービス
6/1～8/31（8/7除く）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

14,250 円
15,250 円
17,250 円

★鵜飼チケット代金は
大人お1人様別途1,800円

＋チケット代

8/6・8・
10・15・17

＋チケット代

8/13

鵜飼（イメージ）

＋チケット代

7/1～8/31の月・水・金曜
選べる夕食
日（7/16除く）／客室定員利用／
●はも会席 ●あゆ会席 ●京会席「清滝」
1日限定5室 ※別途、入湯税（1泊あたり
●くに荘和牛会席
150円）
をお預かりします

おすすめスポットをご紹介します

★公開日が公表され次第、プラン実施します！
※実施はガイドツアー方式での公開時 ※参観料金1,500円
が別途要 ※公開日は決まり次第、内閣府 HPにて順次公表
※国公賓の接遇その他により公開中止の場合あり
京都迎賓館（イメージ） ※詳細は施設にお問い合わせください

●京都迎賓館鑑賞 ●坂本、旧竹林院散策
●びわ湖バレイ・びわ湖テラス

※詳細は施設にお問い合わせください

1室1名～

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

選べる夕食
●近江牛会席の最高峰『近江牛極み会席』
●鱧・鮎・近江牛を使用した夏会席『極み』

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

KKR 京都くに荘

京都府

京

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

近江牛極み会席（イメージ）

くに荘 はも会席（イメージ）

KKR ホテル大阪

大阪府

森之宮

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付
【最寄駅】JR:森ノ宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

☎06-6941-1122
夏の大阪へようこそ！今日も一日元気にいこう！

朝食（イメージ）

6,500 円 8,500 円

1室2名

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
6/1～10/15

大阪城のライトアップを眺めながら、優雅なひとときを！
！

夏満喫

ぜいたく2食付プラン

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平 日

土・休前日と7/26～8/17

1室2名

11,400 円

13,400 円

●本格四季会席 ●フレンチフルコース からご選択
★お手頃価格のお料理に変更はお1人様2,000円引
（和食膳・洋食セット・減塩会席・減塩フレンチ）

6/1～10/15（7/25除く）／洋食は3日前、和食は前日までの要予約
1室1名様利用はプラス
1,000円
（シングル）
／1室3名
様利用はお1人様1,000円引
／1室2名様でセミダブル利用
はお1人様1,000円引／1名
様プラス500円で大阪城側客
室をご用意
（通常1,000円）
★1名様プラス1,000円で
リニューアルフロアをご案内
※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

大阪府大阪市北区堂山町4 -1

☎06-6362-6800

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付
【最寄駅】JR:大阪、阪急:梅田

平日限定!

連泊割引関西満喫プラン

■お一人様あたりの組合員料金

土・休前日と7/26～8/17

平 日

1泊朝食付

KKR ホテル梅田

近畿

健康一番朝食付プラン

田

JR 大阪駅から徒歩 8 分！ 大阪観光だけでなく
1泊から利用可
京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

全室
禁煙

■お一人様あたりの組合員料金

大阪府

梅

1泊素泊まり 平日のみ

1泊目

2泊目以降

ダブルルーム
（1室2名・1ベッド）

6,000 円
6,500 円
7,000 円
9,000 円

5,500 円
6,000 円
6,500 円
8,500 円

ハリウッドツイン
（1室2名・2ベッド）
ツインルーム
（1室2名・2ベッド）
和
室
（1室2名・布団）
6/1～7/31（土曜
日と7/15除く）／
ハリウッドツインは
禁煙のみ、ベッド2
台がくっついてい
ます ／ 1 日 限 定 2
室 ／2 名 様から利
用可
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
用意できます
（7:00～11:00）

本格四季会席（イメージ）

客室（イメージ）

（京都駅まで新快速約30分）
●なんばグランド花月（電車含約20分） ★京都
●USJ・海遊館（電車含約30分）
★神戸
（三宮駅まで新快速約20分）
★奈良
（奈良駅まで快速約50分）

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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●マークのご案内

奈良県

奈

良

温泉

最寄駅等からの送迎

家族風呂

（ 要予約/要条件確認 ）

KKR 奈良みかさ荘
奈良県奈良市高畑大道町1224

☎0742-22-5582

古都奈良の町並みを
1泊からOK
ゆっくり散策してみませんか

奈良連泊割引プラン

兵庫県

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BTなし
【最寄駅】近鉄:奈良

城崎温泉

1泊目
2泊目以降

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。

☎083-922-3268

近畿

■お一人様あたりの組合員料金

6月・7月

松山・道後温泉

8月

KKR 道後 ゆづき
愛媛県松山市岩崎町1-7-37

道後連泊プラン

全室
禁煙

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:松山

1泊2食 1室1名～

9月

1泊目
2泊目

中国

3泊目

薩長土肥 ～山口・湯田温泉の宴～

料理（イメージ）

4泊目以降

平日のみ

11,650 円
11,150 円
10,650 円
10,150 円

季節の会席料理を提供
6/1～9/30（土・休前日と
8/11～14除く）／1日限定2室

日本最古の湯に出合う

やまぐち維新プレミアム会席
四国

●夕食時にワンドリンクサービス
●早めのチェックイン14:00（通常15:00）
●ゆっくりチェックアウト11:00（通常10:00）

●ふく刺し（山口) ●黒豚バラ煮込み（鹿児
島) ●佐賀牛陶板焼き（佐賀) ●鰹叩きサラダ（高知）
など4県の食材を使った料理長一押しの創作会席料理
料理
（イメージ）

全室
禁煙

■お一人様あたりの組合員料金

薩長土肥4県の食材が会席で集結！明治維新150年記念特別宿泊プラン

3日前まで要予約

写真提供：吉田利栄

●城崎マリンワールド（車10分）
●玄武洞公園（車10分）
●こうのとりの郷公園（車20分）
●「天空の城」竹田城跡（車60分）

☎089-941-2934

季節の食材を使った
月替わりのお料理（全11品）
土・休前日利用は1名様
プラス2,000円
露天風呂（イメージ）

土・休前日

竹田城跡

ごゆっくりしませんか道後で 1泊からOK

11,850 円 13,850 円 12,850 円

14,850 円
16,850 円

9,900 円

地元の素材を生かした和会席
★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～）
★1名様プラス3,000円で焼きがに
付き会席・紅ずわいがに姿盛り御膳
に変更可
★1名様プラス5,000円で但馬牛会
席に変更可
6/1～9/30
（8/11～15除く）

愛媛県

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付
【最寄駅】JR:湯田温泉

お手頃温泉旅行プラン

平 日

8,900 円

※土・休前日利用は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

大和牛会席（イメージ）

山口県山口市神田町2-18

1室1名～

1室2名～

城崎7つの外湯の無料券プレゼント

大好評の
“あさくら”
温泉を是非ご堪能ください

1泊2食

6/1～7/31、8/19～9/30の平日 8/1～10・16～18の平日

1泊2食

1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／1名様プラス1,000
円でトイレ付客室に変更可

KKR 山口あさくら

■お一人様あたりの組合員料金

6/1～7/13

■お一人様あたりの組合員料金

大和牛ステーキ
のソースを和風と洋風
からお選びいただけま
土・休前日
す(和風はバター醤油
味、洋風はバルサミコ
円
ソース)

●春日大社（徒歩10分）
●東大寺（徒歩15分）
●元興寺（徒歩10分）
●興福寺（徒歩15分）

1室1名～

7,400 円 8,400 円

ご夕食はミニ会
席をご用意

城崎湯めぐりプラン

広間から見た庭園（イメージ）

世界遺産の社寺めぐり

1泊2食 平日

土・休前日

料金プラスでお料理グレードアップ可能!!

6/1～9/30（8/5～
19、9/16・17除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円

山口県

平日

城崎お気軽プラン
平 日

1室2名～

13,300 円 14,300

湯田温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

1泊2食

大和牛会席プラン
1室2名～

チェックイン／14:00
チェックアウト／10:00
客室一部T付
【最寄駅】JR:城崎温泉

■お一人様あたりの組合員料金

お夕食のメイン料理に大和牛ステーキをご用意

平 日

KKR 城崎 玄武

ミニ会席付

11,300 円
9,300 円

地元の食材を活かした創作会席
土・休前日利用はプラス1,000円

1泊2食

駐車場

（無料）

☎0796-32-2631

平 日

■お一人様あたりの組合員料金

駐車場

（有料）

城崎をお得に満喫！

全室
禁煙

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

最寄駅等からの迎え

（ 要予約/要条件確認 ）

夏のマドンナプラン
■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1名～

14,150 円
16,650 円

瀬戸内の食材を中心にしたお料理
6/1～9/30
（8/11～14除く）

お1人様プラス2,000円でお部屋
食に変更可（2名様から）
6/1～9/30（7/28除く）／1室
4名様以上利用はお1人様1,500円引

※7/14・15、8/10～15、9/15・16・22・23は
特別料金
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
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明治日本の産業革命遺産「萩反射炉」
「松下村塾」
「萩城下町」など（車60分）

KKRホテル広島は平成30年3月末日をもって営業を終了

和室3名様利用、
洋室ツイン
2名様利用はお1人様1,000円引
★6/1～7/13利用はお1人様
1,000円引
※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）

道後温泉3か所の外湯（徒歩10分）
●道後温泉本館
●椿の湯 ●飛鳥の温泉

※記載の料金は、特別な表記がない限りお一人様（税込）料金です
※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

●マークのご案内

福岡県

博

多

洗浄器付トイレ

（客室または館内に設置）

チェックイン時に
精算をお願いしてます

車椅子対応の客室、もしくは
トイレがある（詳細要確認）

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
【最寄駅】市営地下鉄:薬院大通

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

☎092-521-1361

博多・天神・野球観戦などドームへのアクセスが便利

健やか朝食付プラン

全室
禁煙

熊本県

熊

本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

☎096-355-0121

大好評！組合員様朝食付安心プランです

平 日

土・休前日

1泊朝食付

1室1名～

6,700 円

8,800 円

1室1～3名

1日限定5室

夏の河豚と柔らかな肉質、熊本ブランド味彩牛をお楽しみください

夏河豚と味彩牛鉄板焼き会席プラン
■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1名～

15,340 円

17,440 円
1日限定3室

駐車場料金無料
（通常1泊1,000円）
6/1～9/30

●天神（車5分）
●博多（車10分）
●ヤフオクドーム（車20分）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付
【最寄駅】JR:熊本

朝食付がまだすプラン

平 日

全室
禁煙

※熊本弁で
がんばるの意味

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付

この時期ならではの河豚料理と
味彩牛のステーキ会席
夕食時に生ビール又は
ソフトドリンク 1杯サービス 料理（イメージ）

B：客室内バス（お風呂） T：客室内トイレ

KKR ホテル熊本

ふっこう祈願！

■お一人様あたりの組合員料金

朝食はフレッシュな野菜を
中心とした和洋バイキング

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

土・休前日

7,400 円 8,400 円

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・ヨーグルト付

1日限定5組／
1名様プラス1,000円
でお城側のお部屋に変
更可（電話予約、2名様
から）

KKRホテル熊本発足22周年を記念した「2018夫婦の年プロジェクト」

超！お得 いい夫婦ゴージャスプラン

■お一人様あたりの組合員料金

特別室（デラックスツイン・和
洋室）限定／1日限定2組／2名様か
全 日
ら利用可 ★スタンダード記念日プラ
円
ン1泊2食11,000円、お食事プラン
メインが「鯛の塩釜」の和食会席 8,000円もご用意しています（いず
乾杯用シャンパン、フォトス
れも1名様料金、2名様から予約可）
タンド入り記念写真をご用意
1泊2食

1室2名

16,500

滞在中の駐車場料金無料
6/1～9/30 ／多彩な客室
タイプがございますのでお問い合
わせください

日帰りバス旅

★高速バス・路線バスなどの乗車券
と観光施設利用のセット券
※九州産交ツーリズム(株)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

料理（イメージ）

★ご予約の際は、プラン名をお申し出ください。
九州

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります

お問い合わせが集中して電話がつながりにくい場合があります
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