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おすすめ観光おすすめ観光

おすすめ観光おすすめ観光

KKRはこだて
☎0138-57-8484
北海道函館市湯川町 2-8-14

北海道　函館

1泊2食

1室1名～

平　日

9,500 円 10,500 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

平　日

13,500 円 14,500 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

平　日

5,830 円 6,330 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1泊2食

1室2名～

平　日 7,330 円
7,830 円土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

 

絶品！

 

冬には冬の体
験を    －20℃

　　寒ければ
寒いほど感動

！

　　　　　真
冬も営業しま

す 

四季御膳

旬の食材を使用した和食膳

料理長が厳選した
海の幸を丁寧に調理し、お
部屋でご提供します

朝食には函館名物「イカ刺し」付

献立一例：青つぶ田舎煮/
道産飯寿司三種/お造り5
種盛/ズワイ蟹鍋/牛カツ/
きんき唐揚げ/活イカorさ
んま姿造り/冬野菜のテリ
ーヌ/蟹釜飯/季節のデザー
ト ※献立は季節、仕入れ状況に
より変更になります

北海道ならではの
食材を吟味し季節
に合わせた料理を
ご堪能ください

地元産の旬の食材
をたっぷり使った
和食膳

●白鳥の飛来地 屈斜路湖（車15分） ●神秘の摩周湖（車
30分） ●天下の絶景 美幌峠（車40分） ●ダイヤモンドダス
ト in KAWAYU（2月開催） ●摩周湖霧氷ツアー（12/22
～2/28 3,500円）
※摩周湖霧氷ツアーは、ツーリズムてしかがが実施します

●はこだてイルミネーション
 （12/1～2/28）●函館海上冬
花火（2月上旬～中旬）●4月下
旬は桜が見頃です

3日前まで要予約

ここまで来る価値がある！

　　　 源泉100％かけ流し温泉!
お得に宿泊！得々プラン

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

冬の北海道を遊びつくせ!

北海道の旬を満喫♪四季御膳プラン

お造り～焼き物、鍋、海の幸の味覚満載のおすすめプランです

海の幸御膳プラン

12/22～3/31（12/31
～1/3除く）／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

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は古くから湯治場として知ら
れる効能豊かな名湯です

JR川湯温泉駅
無料送迎（要予約）

12/22～4/26（12/30～
1/3除く）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
　お預かりします

函 館

道 東

KKRかわゆ
☎015-483-2643
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉 1-2-15

全室T付／ チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

全室T付／ チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

北海道　川湯温泉

美幌峠の夜

はこだてイルミネーション

四季御膳

海の幸御膳

館内暖か!

温泉情報

屈斜路湖の白鳥 摩周湖と霧氷

大人 円大人 円

※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

★当日予約ＯＫ！
お天気を見てフロントにお申込みください

函館山夜景

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kawayu-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kawayu-shikigozen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/hakodate-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/post-99.html


客室一部 BT付

全室 T付 客室一部BT付

1泊2食

1室2名～

1月・3月の平日

8,800 円 9,800 円
1月・3月の土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

10,800 円
2月の全日

1室2名～

1泊朝食付

平　日

5,800 円 6,800 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

3,000 円
1泊2食付 7,800 円 8,800 円 5,000 円

お子様（小学生まで）

1泊2食

1室2名～

1月・3月の平日

11,000 円 12,000 円
1月・3月の土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

13,000 円
2月の全日

1泊2食

日～木曜日

1室2名～

12,200 円
金曜日 14,200 円
土・休前日 15,200 円

■お一人様あたりの組合員料金

お子様（小学生まで） 全日7,000円
NASPAスキー場

1/6～3/30／
1室1名様利用はプラス
1,000円～3,000円
／トイレなし客室利用は
1名様1,000円引

JR越後湯沢駅
無料送迎（要予約）

冬蔵王満喫プラン
★ゲレンデが目の前★パウダースノースキーを満喫！

アフタースキーは開湯1900年の温泉で身も心も癒される
★

米沢牛とオマール海老の特選会席プラン
期間限定！豪華食材を使った料理長特選メニュー

選べるスキーリフト券付プラン
日替わり新潟の名酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

妙高大好き！遊ぼうプラン
スキー！スノボ♪天然温泉
宿・スキー場がインターから5km以内

蔵王
温泉

越後
湯沢

妙高
高原

KKR蔵王 白銀荘
☎023-694-9187
山形県山形市蔵王温泉 904-8

山形県　蔵王温泉

チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

旬の和食会席または牛カルビ鉄板焼き（お肉たっぷり250g)
★冬の味覚汁物付（きりたんぽ汁、寒鱈汁、地元名物「カラカラ汁」
など） ★蔵王名物『生ラムジンギスカン』に変更はお一人様500円引

米沢牛の朴葉焼き、カナダ産オマール海老と
春野菜の香草焼きを加えた会席膳

★館内レンタルスキーご用意あり

全山共通リフト券の
宿泊者割引

ロープウェイまで徒歩1分！
1日券 5,000円 ➡ 4,800円
2日券 9,400円 ➡ 8,800円

おすすめ観光おすすめ観光
●夜の樹氷ライトアップ（12/22～3/3 限定46日間）
ロープウェイ運行時間 17:00～21:00 上り最終19:50 往復運賃2,800円
●ナイトクルーザー号（暖房付新型雪上車）で回る樹氷ツアー
乗車運賃4,000円（往復ロープウェイ＋雪上車）事前予約制
※天候により、樹氷を見ることができない場合あり

※冬季のみ土・日・祭日、年
末年始は駐車場料金1台
500円
※別途、入湯税（1泊あたり
150円）をお預かりします

夕食は季節のスタ
ンダードコース
※お子様はお子様食

●朝食は和食ブッフェ
（人数により和定食）

●夕食は上信越の食材を
使用した日替わり鍋料理

日替わり新潟名酒
飲み放題＆ソフトドリンク
飲み放題

1/4～3/30／和
室ベッドルーム利用は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

12/22～3/31
（12/30～1/1除く）／1室
1名様利用はプラス500円
／トイレ付客室は1名様プラ
ス1,000円 ★平日限定学生
割：大学生まで大人料金か
ら1,000円引 ※別途、入湯税（1
泊あたり150円）をお預かりします

●池の平温泉スキー場（車2分）
緩い傾斜3kmも続く大きな1枚バーンが
オススメ！開放感満点の広大な斜面は初
心者・お子様でも安心
★未就学児リフト料金無料！

●妙高杉ノ原スキー場（車10分）
最長8.5kmロング&ワイド！標高1800ｍ
からの絶景を眺めながらの滑りは最高！
★小学生以下リフト料金無料！
※レンタルショップは特別価格でご紹介します

選べるリフト1日券を特別価格で！
★池の平温泉スキー場  4,000円 ➡ 3,000円
★妙高杉ノ原スキー場  4,500円 ➡ 3,500円

スキー情報スキー情報

スキー情報スキー情報

樹氷とスキー

NASPAスキー場

妙高杉ノ原スキー場

特選会席

5カ所のスキー場から選べる
リフト券付（4,000円～4,500円相当）
●かぐら ●GALA湯沢●湯沢高原
●NASPA ●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

KKR妙高高原 白樺荘KKR湯沢ゆきぐに
☎025-784-3424

新潟県
越後湯沢 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 2574 ☎0255-86-2113新潟県妙高市関川 2275

新潟県
妙高高原

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/zao-winterplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/zao-tokusenkaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/yuzawa-skiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/myoko-asobou.html


肉肉
肉

☎0266-58-1259
長野県諏訪市湖岸通り 5-7-7

長野県　上諏訪

客室一部BT付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

KKR甲府ニュー芙蓉
☎055-252-1327

山梨県
甲府 山梨県甲府市塩部 3-6-10

KKR平湯たから荘

KKR諏訪湖荘

☎0578-89-2626
岐阜県
平湯 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯 763-12

客室一部
BT付 全室 T付

おすすめ観光おすすめ観光●梅の名所「不老園」
　2月下旬から咲きはじめます
　（車10分）
●桃の花の見頃（4月上旬）
　甲府盆地は桃源郷となります

おすすめ観光おすすめ観光
●平湯大滝結氷祭り（2/15～25）
●栃尾温泉荒神の湯一帯のイルミ
　ネーション（12月上旬～2月末）
●青だるライトアップ（12月下旬～3月下旬）
●タルマかねこおりライトアップ
　（12月下旬～2月末）

■お一人様あたりの組合員料金

冬休み・春休み
お子様イベント
冬休み・春休み
お子様イベント

お肉を

　食べよ
う！！お肉を

　食べよ
う！！

1泊2食

1室2名～

平　日

8,950 円 9,950 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

全　日

9,800 円
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

全　日

13,800 円
■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 11,000 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

8,300 円 9,300 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

お子様（小学生まで）全日5,000円

お子様（小学生まで）全日6,000円

1泊2食

1室2名～

平　日

8,800 円 9,800 円
土・休前日

お子様（小学生まで） 全日7,000円

豚のしゃぶしゃぶ

ワインビーフ（調理一例）

甲州牛会席 飛騨牛3種

ワイン

●がちゃがちゃ
●
●
くじびき　
ぬり絵

12/22～4/6（12/31～1/3除く）／
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

組合員様だけの早春限定プラン♪
信州ワイン飲み放題付

長野県産牛・豚肉・鶏肉を各150gずつご用意

豚のしゃぶしゃぶ食べ放題プラン

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

ボリュームたっぷり450g！
トリプルステーキ膳プラン

ポリフェノールたっぷりのぶどう搾り粕で育ったワインビーフ

富士御膳プラン

自然の中で丹念に育て上げられた甲州牛の
柔らかい肉質と豊かな風味をご堪能ください

甲州牛会席プラン
最高級和牛A5等級飛騨牛3種で200g付！

A5飛騨牛3種＆国産もつ食べ比べプラン

源泉かけ流し温泉で日頃の疲れを癒しに♪

お値打ちお手軽プラン

豚のしゃぶしゃぶ食べ
放題の和風会席コース
★信州ワイン飲み放題
（お飲みにならない場合の
返金はありません）

ワインビーフ
をステーキ、たれ焼
きなど月毎に調理
法を替えて提供す
る和食膳
※お子様はお子様食

料理長おまかせのお手軽日替
わり料理

柔らかな黒毛
和種「甲州牛」と地元
野菜とのコラボレー
ション

信州そば・サラダ・デザートほかハーフ
バイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

●ロビーに無料ドリンクバー
●女性のお客様にはおしゃれ浴衣をご用意
●貸切家族風呂利用無料(先着順)
●ロビーにコミックコーナー・絵本コーナー
●無料ランドリー使用ＯＫ

上諏訪

平湯
温泉甲府

※3/23～31利用は1名様プラス500円（大人のみ）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

12/22～4/26（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）／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

1/4～3/31／お部屋食（4組限
定）または洋室（1組2名限定）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

お好みの味付けで食べ比べ♪
「A5飛騨牛」サーロイン50g、リブロ
ース50g、ランプ100gと岐阜県産
タン・もつ50gの焼肉ステーキコース

グラスワイン1杯サービス

豚のしゃぶしゃぶ

ワインビーフ（調理一例）

大浴場

甲州牛会席

日替わり料理

飛騨牛3種

ワイン

トリプルステーキ

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/suwako-syabusyabu.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/suwako-triplesteak.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kofu-fujigozen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kofu-kousyugyukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/hirayu-otegaruplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/hirayu-a5hidagyu.html


1室2名～

平　日 7,500 円
9,500 円

1泊朝食付

土・休前日と
3/23～31

■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

1泊2食

1室2名～

平　日

10,400 円
土・休前日と3/23～31

12,400 円

1室2・3名

1室1名

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 平　日 日・祝日

8,900 円 7,400 円
9,800 円 7,800 円

1室1名

1室2・3名

■お一人様あたりの組合員料金

素泊まり3泊4日 全　日

大阪城が見えるレストランで「四季御膳」または
「洋食セットメニュー」からご選択

1名様プラス2,000円で「本
格四季会席」または「フレンチ
フルコース」に変更可

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

全室BT付／ チェックイン 15:00　チェックアウト11:00　  

東京都　竹橋

KKRホテル大阪
☎06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町 2-24

全室BT付／ チェックイン 15:00　チェックアウト11:00　  

大阪府　森之宮

12月17日より2月28日までの期間限定！
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♪

★お部屋タイプお任せ★ウィンタープラン

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

長期滞在に便利なコインランドリー完備
★3泊4日以上ならお得★
ロングステイプラン

お客様から大人気！ 12Fのレストランで豪華な気分で夕食を
リニューアル
特別記念 2食付プラン

皇居が見える会場で和洋朝食バイキング（6:30～9:00）
※4～12歳のお子様の朝食料金は別途700円

大阪城を一望できる12階の
レストランで和洋バイキング

12/22～2/28（土・休前日、12/31
～1/3除く）／お部屋タイプ指定不可

洋食は3日前、和食は
前日までの要予約

～3/31（12/31～1/3除く）／3泊から利用
可／1室2名様の場合、お1人様1泊プラス1,500円
で皇居側のデラックスツインへ変更可／1室3名様で
ご利用の場合、皇居側のデラックスツインとなります

12歳以下の
お子様添寝無料

アーリーチェックイ
ン13時（通常15時）

26,400 円（延泊8,800円）
22,200 円（延泊7,400円）

和洋バイキングの
ご朝食1,400円

おすすめ観光おすすめ観光
●東京駅（車5分）
●日本武道館（徒歩15分）
●東京ドーム（車10分）
●東京スカイツリー（電車20分）
●東京ディズニーリゾート（電車30分）

駐車場無料（6:00～翌22:00）

おすすめ観光おすすめ観光
●あべのハルカス、通天閣、
新世界は電車で30分
●USJ、海遊館は電車で30分
●道頓堀、法善寺、なんばの街
は電車で20分

●万博公園・太陽の塔（48年ぶり
に一般公開／予約制）電車で60分
●大阪城公園はホテルの目の前

12/26～3/31（12/31～1/3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／改装前客室利用
は1名様1,000円引

1/4～2/28の平日限定
「KKRホテル大阪 宿泊割引券」を発行
1/4～2/28の平日限定
「KKRホテル大阪 宿泊割引券」を発行
※1名様1泊あたり7,000円以上の宿泊プラ
ンの利用で2,000円分割引します ※土・休前
日は使用不可 ※インターネット事前決済不可 
※KKR宿泊割引券2,000円と併用可※KKR
ホテル大阪HPから印刷して必ずご持参くださ
い（チェックイン時の発行不可） ※詳細は直接
施設にお問い合わせください

スカイツリー

四季御膳

洋食

朝食

外観

メトロ竹橋駅3b出口直結

東京駅

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/tokyo-winterplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/tokyo-longstayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/osaka-2syokutuki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/osaka-breakfast.html


■お一人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付

1室1名
（シングル風呂なし）

1室1名
（シングル風呂付）

1室2名
（ツイン風呂付）

平日のみ

6,900 円
5,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付 全　日

6,600 円1室2名
（ツインルーム）

6,500 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊素泊まり

シングル
1室1名

土・休前日と12/23、1/13、2/10 12/31と1/1平日・日曜

12,100 円
セミダブル
1室2名 7,000 円

クィーンダブル
1室2名 9,000 円
ツイン
1室2名 9,500 円

10,000 円
6,000 円
8,000 円
8,500 円

7,500 円
5,000 円
6,500 円
7,000 円

JR大阪駅から徒歩8分！

1泊朝食付

1室2名～

平　日

7,800 円
土・休前日

9,300 円

1泊2食

1室2名～

平　日

10,300 円
土・休前日

11,800 円

港の見える丘公園から見た外観

ツインルーム

12/22～3/15（1/4除く）／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）

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）

平日限定

組合員限定

横浜

中目黒 梅田

KKRポートヒル横浜
☎045-621-9684

神奈川県横浜市中区山手町 115 港の見える丘公園

神奈川県　横浜

全室BT付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

KKRホテル中目黒
☎03-3713-8131

東京都
中目黒 東京都目黒区東山 1-27-15

KKRホテル梅田
☎06-6362-6800

大阪府
梅田 大阪府大阪市北区堂山町 4-1

ビジネス＆観光に！気軽に泊まれる

リーズナブルステイプラン

小学生以下は添寝の場合無料小学生以下は添寝の場合無料

お得なファミリープラン
明るくゆとりのある客室明るくゆとりのある客室

12.1.2.3冬プラン

ビジネスや観光の拠点にご利用くださいビジネスや観光の拠点にご利用ください

早春プラン

客室＆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

■お一人様あたりの組合員料金
和食膳のご朝食
12/26～3/31

（12/29～1/2除く）

素材を生かした体に優しいカジュアルフレンチ
【メニュー一例】 ●鮮魚のプティオードブル
●鴨のステーキ ●パティシエからの一皿、など

1/6～3/30／3日前まで要予約

★連泊の場合、2泊目以降お1人様1,000円引※12/26～28利用は1名様プラス1,000円

■お一人様あたりの組合員料金

海側バス・トイレ付和室利用／山
側和室または1室3・4名利用は割引あり

モーニングコーヒーをサービス

おすすめ観光おすすめ観光
●港の見える丘公園（施設隣） ●外国人墓地（徒歩2分）
●山手西洋館めぐり（港の見える丘公園を起点に2～3時間）
●赤レンガ倉庫「アートリンクヨコハマ」（2/17まで／電車20分）
●中華街「春節」（2月上旬／徒歩10分）
●元町「チャーミングセール」（2月下旬／徒歩5分）

おすすめ観光おすすめ観光
●渋谷（電車4分）
●六本木ヒルズ（電車10分）
●新宿三丁目（電車12分）
※中目黒駅からの所要時間

おすすめ観光おすすめ観光
●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）

ツインルーム
BT付 全室 BT付

ベッド利用2名様に
同伴の小学生は添寝無料
（通常1,500円）
※小学生のベッド利用は5,280円

★小学生のベッド利用は
5,000円、添寝の場合無料

12/24～3/21
（12/31～1/1除く）

12/24～3/21
（土・休前日、12/31～
1/1除く）

朝食は和食ブッフェ
を無料サービス
（7:00～9:00）

港の見える丘公園から見た外観
客室

客室

ツインルーム

共同浴室

カジュアルフレンチ（一例）

レストランから見る夜景

旬な宿特別料金

旬な宿特別料金

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/yokohama-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/yokohama-casualfrench.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/nakameguro-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/nakameguro-sousyunplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/umeda-fuyuplan.html


おすすめ観光おすすめ観光

おすすめ観光おすすめ観光

1泊朝食付

1室1名～

平　日

7,400 円 8,400 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

※熊本弁で
　がんばる
　の意味

1泊朝食付

1室2名～

平　日

6,700 円
土・休前日

8,800 円
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 平　日

1室2名～ 9,940 円
土・休前日

12,040 円
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

12,000 円 13,000 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

お子様　小学生：全日5,600円／未就学：全日5,000円

12/22～3/31（12/31～1/2
除く）／1日限定3室／和室・デラックス
ツイン利用は1名様プラス1,000円

駐車場料金無料
（通常1泊1,000円）

12/22～3/31（12/31～
1/2除く）／城側客室利用は大人1名
様プラス1,000円／電話予約限定

●滞在中の駐車場料金無料
●白川水源「くまモン」ミネラル
　ウォーター付（お1人様1本）

博多いろどり御膳

ツインルーム

朝食

1日の始まりは美味しい朝食で！

健やか朝食付プラン

リーズナブルな価格で本格的なもつ鍋を！

博多いろどり御膳プラン

朝食会場から「熊本城」大天守復元（最上階完成）した
姿をご覧いただけます

がまだすプラン
話題のくまもとの「赤」名物料理3コース

くまもとの「赤」名物料理！
えらべるコース3プラン朝食の和洋バイキング

（50種以上）には、郷土料理
コーナーや国際味覚審査機
構で三ツ星受賞「ASOミル
ク・飲むヨーグルト」付

フレッシュな野菜が自慢の和洋バイキングの
ご朝食を1階カフェ＆レストラン「GRAND MASTARS 
CAFE」でお楽しみください

もつ鍋など博多の郷土料理にこだわった
味わい深い料理を和創り「萌木」でゆっくりと
お召し上がりください

●博多・天神・中洲エリア：
キャナルシティ博多、櫛田神社、
博多港、中州屋台街、大濠公園
●太宰府エリア：
太宰府天満宮、九州国立博物館

朝食付

夕食は今話題の熊本
の「赤」郷土食材を使用し
た選べるコース3種
馬刺し＋郷土料理
赤牛のステーキ
熊本名物「太平燕」
タイピエン

※グループは同一メニューでお願いします

KKRホテル熊本
☎096-355-0121
熊本県熊本市中央区千葉城町 3-31

全室BT付チェックイン 15:00　チェックアウト11:00　  

熊本県　熊本

KKRホテル博多
☎092-521-1361
福岡県福岡市中央区薬院 4-21-1

全室BT付チェックイン 15:00　チェックアウト11:00　  

福岡県　博多

夕食時、お子様に
「えらべるプチプレゼント」

1室1名様利用はプ
ラス500円（平日のみ利用
可）／2日前まで要予約

和
洋
中

●熊本城「二の丸」界隈主要24か所には
　案内板が設置（散策圏内）
●水前寺公園/阿蘇山からの伏流水の回遊式庭園
　（車15分、バス/市電あり）
●日帰り路線バス旅（お1人様3千円～）前日18時までご案内可
※九州産交バス（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

朝食

外観

ツインルーム

博多いろどり御膳

選べるコース3種

ツインルーム

朝食

お子様は
キッズメニューで！

※旬の食材を仕入れるため、日によって食材が変更と
　なる場合があります

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/hakata-breakfast.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/10/hakata-irodori-plan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/20160317-kumamotojyoplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kumamoto-3courseplan.html


エンジョイ！！エンジョイ！！
温泉温泉高原の高原の でで

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

神奈川県　箱根

全室T付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

KKR下呂しらさぎ
☎0576-25-5505岐阜県下呂市森 1209

KKR水上 水明荘
☎0278-72-2345群馬県利根郡みなかみ町大穴 859

岐阜県
下呂

群馬県
水上

木賀会席プラン

1泊2食 1室1名～

平　日 10,500 円
11,500 円土・休前日

■お一人様あたり
　の組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

9,450 円 11,150 円
土曜日と12/30

■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
＋チケット代

土・休前日

12,150 円
＋チケット代

■お一人様あたりの組合員料金

1室2名～

平　日

土・休前日

9,950 円
12,150 円

1泊2食
■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 1室2名～

平　日

土・休前日と12/30

1泊2食
■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平　日 14,700 円
15,700 円

12,750 円
14,450 円

土・休前日

フォレストアドベンチャー

赤城山麓牛

大浴場

海鮮しゃぶしゃぶ

フォレストアドベンチャー

3, ➡3通常 600円 ,100円

アドベンチャーコース
体験割引特典付

フォレストアドベンチャー

箱  根

下呂温泉 水上温泉

森で遊んで！温泉で癒して！
創作料理が堪能できる

フォレストアドベンチャープラン

料理長おすすめの
旬の和食会席料理をお楽しみください

特別謝恩プラン

新プラン登場！ 1月・2月の期間限定

寒鰤と海鮮しゃぶ
しゃぶ会席プラン

美味しさ、ボリュームともに満足

赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋プラン

12/22～3/22（12/29～1/7、1/12・13、2/9除く）

12/22～3/22（12/24～1/4、
1/12・13、2/9除く）

おすすめ観光おすすめ観光
●てのゆ（徒歩5分）
●ユネッサン（車10分）
●龍宮殿本館（車25分）

山海の味覚を存分に味
わえる季節の創作会席料理

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）
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

12/22～3/31（12/31～1/2、
1/12・13、2/9・10除く）

リビング付ツイン
ルームは別料金 ※別途、
入湯税（1泊あたり150円）を
お預かりします

～4/30（12/30～1/2、
1/12・13、2/9・10除く）

1/7～2/28

トイレ付和室を
ご用意 ※別途、入湯税（1
泊あたり150円）をお預かり
します

12/22～3/31
（12/31～1/2除く）

箱根登山鉄道
「宮ノ下駅」から無料送迎
（14:30～18:00）

組合員様限定

飛騨牛と焼き茄子の旨味
たっぷり鍋、サーモン照り焼き、季
節の炊合せ、蟹と蛸の酢の物のほ
か（全7品）※献立は1月から変更予定

天然温泉100％＆
白銀に包まれた静かな一軒宿

1泊2食付プラン

群馬の食材を生かした料理長おすすめ会席

寒鰤のお造り、寒鰤・鯛・金目鯛など
の海鮮しゃぶしゃぶ他（全８品） ※3月・4月は
飛騨牛希少部位4種盛り会席に変更予定

赤城山麓牛をしゃ
ぶしゃぶでご用意

お手軽♪

●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）
●たんばらスキーパーク
　（車約60分）

スキー情報スキー情報

フォレストアドベンチャー

露天風呂

創作会席料理（一例）

赤城山麓牛

大浴場

特別謝恩プラン

海鮮しゃぶしゃぶ

徳川将軍家献上湯の木賀温泉
源泉掛け流しの露天風呂で疲れを
癒してください

おすすめ
日帰り温泉

※アドベンチャーコース参加条件：小学4年生以上または身長
140cm以上、体重130kg以下 ※中学生以下は保護者同伴（保
護者1名につきお子様2名まで） ※高校生は地上からの見守りを
お願いします ※体験はチェックアウト日（チェックイン日に体験希
望は要相談） ※フォレストアドベンチャーは当施設で予約します

日本三名泉「下呂温泉」
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！

温泉情報

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/miyanoshita-forestadventure.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/miyanoshita-kigakaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/gero-syaonplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/gero-kanburi.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/minakami-syabusyabunabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/minakami-otegaru.html


KKRホテル名古屋
☎052-201-3326
愛知県名古屋市中区三の丸 1-5-1

全室BT付／ チェックイン 15:00　チェックアウト11:00　  

愛知県　名古屋

KKR鳥羽いそぶえ荘
☎0599-25-3226三重県鳥羽市安楽島町 1075

KKR白浜  美浜荘
☎0739-42-3383和歌山県西牟婁郡白浜町 1564-2

客室一部
BT付

客室一部
BT付三重県

鳥羽
和歌山県
白浜

 
）

（地下鉄30分）（地下鉄30分）

本丸御殿本丸御殿

名古屋港水族館 イルカパフォーマンス

■お一人様あたりの組合員料金

中学生（大人料理）
全日10,000円
小学生（お子様料理）
全日7,500円

1泊2食

1室2名～

平　日

11,000 円 12,500 円 9,000 円
10,000 円

15,300 円
16,300 円

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平　日

1室2名～

14,850 円
16,350 円

土・休前日と
12/22～30、
1/3～6

1泊2食

平　日

1室2名～

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

平　日

1室2名～

土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金
アドベンチャ

ー
ワールド

1泊朝食付

平　日

1室2名～

8,500 円
土・休前日 9,500 円

土・休前日
■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

1泊朝食付

平　日

1室1名～

6,800 円
土・休前日 8,300 円

全
日
お子様（小学生まで） 7,500円
添寝の未就学児　　 1,050円

四季めぐり会席

名古屋城水族館 シャチ

本丸御殿 名古屋港水族館 イルカパフォーマンス

伊勢海老

アドベンチャ
ー

ワールド

鳥 羽鳥 羽

名古屋名古屋

南紀白浜南紀白浜
当館から車で10分の鳥羽水族館入場券付 

春のファミリー&カップルプラン
一番お得！お試しプラン！

お得な旬彩ご膳プラン

名古屋城を望みながら優雅な和洋バイキング

世界中の海の仲間に会いに行こう！

さわやか朝食付プラン

三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」 

●鳥羽水族館入場券（通常大
人2,500円）付 ●男性に「伊勢地ビ
ール」1缶、女性と中学生以上未成
年の方に「伊勢型紙＆おぼろ」ガーゼ
ハンカチ1枚プレゼント●夕食時、
小学生にシャーベットをプレゼント

貝3種陶板焼き、
鯛飯茶づけなどの
月替わり会席

●伊勢海老の
姿づくり（2名様1尾）
●鮑の柔らか陶板焼
き●松阪牛の陶板焼
きほか（全9品）

料理長おまかせの和食膳で海の幸をご賞味

お造り3種盛りに「鮑」をお1人
様に1個ご用意　※小学生はお子様定食

開設50周年謝恩企画 美し国プラン
う　まう　ま

2018年8月14日、16頭目の赤ちゃんパンダ誕生！

1室1名様利用はプラス1,000円（
平日のみ利用可）／トイレ無6畳／トイレ付
8畳利用は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

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

★アドベンチャーワールド1日券（通常大人4,500円）付
おすすめ観光おすすめ観光
●鳥羽水族館
　（車10分）
●伊勢神宮
　（車30分）

12/22～4/26（12/29～
1/3、2/9・10除く）

1/7～4/30

12/22～4/30
（12/31～1/2除く）

12/22～4/26（12/29～1/3除く）／中・高
校生は大人料金の1,000円引／幼児料金は要問合せ

～アドベンチャーワールド入園券付～

鮑付き四季めぐり会席プラン

お子様（小学生） 全日8,800円

（車10分）

楽しく学ぶ！ 冬・春休みプラン

★名古屋港水族館入館券付（大人2,000円相当）

3日前まで要予約／
大人4名様以上で
和室利用可

12/22～3/31（12/29～
1/3除く）／1室2名様以上利用は名
古屋城側のお部屋をご用意

駐車場料金無料

●2018年6月復元完成公開
　「名古屋城本丸御殿」（徒歩5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）
●徳川園・美術館（車15分）

おすすめ観光おすすめ観光

種類豊富な和洋朝食バイキング

旬彩御膳

四季めぐり会席

名古屋城水族館 シャチ

本丸御殿金シャチ横丁 名古屋港水族館 イルカパフォーマンス

伊勢海老

鳥羽水族館 ジュゴン

名古屋港水族館
入場券付

シャチの公開トレーニ
ングやイルカパフォー

マンスは必見！名古屋港水族館
シャチの公開トレーニ

ングやイルカパフォー
マンスは必見！名古屋港水族館

※月曜日休館（休日の
場合は翌火曜日）

※月曜日休館（休日の
場合は翌火曜日）

（地下鉄30分）（地下鉄30分）

生き物たち生き物たちにに
　会い　会いにに行こ行こうう♪♪

全室FREE-WiFi

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/toba-suizokukan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/toba-umashikuniplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/shirahama-syunsaigozen.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/shirahama-adventureworld.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/nagoya-winterspringplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/nagoya-morningplan.html


神奈川県逗子市新宿 3-2-26
KKR逗子  松汀園

☎046-871-2042神奈川県逗子市新宿 3-2-26 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-7-23
神奈川県
逗子

KKR江ノ島ニュー向洋
☎0466-23-7710

神奈川県
片瀬
海岸

全室 T付客室一部T付

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

静岡県
伊豆長岡

全室 T付 KKR 沼津はまゆう
☎055-931-0592静岡県沼津市志下 192

静岡県
沼津

全室 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

1泊2食 1室2名～

平　日 9,350 円
土・休前日 12,850 円

1泊2食 1室2名～

平　日 9,500 円
土・休前日 11,000 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 11,350 円
土・休前日 13,850 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

10,400 円
土・休前日

11,900 円

1泊2食

1室1名～

平　日

12,800 円 17,300 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

12,800 円 15,800 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金1泊2食

1室2名～

平　日

6,980 円 8,980 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

大　人

平　日

9,980 円
中学生 8,730 円
小学生 7,230 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

7,850 円 11,350 円
土・休前日と12/27～30、1/3・4

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

11,500 円 13,500 円
土・休前日と12/27～30、1/3・4

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

平　日

10,800 円 15,300 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平　日 16,800 円
19,800 円土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

（徒歩15分）

（車30分／電
車50分）

黒毛和牛すき焼き

長谷寺

3種肉鉄板焼き

スタンダード会席（一例）

海鮮漁師鍋

海鮮3種スペシャル会席

あわび

江ノ電

おすすめ観光

伊豆
長岡

松汀園スタンダードプラン
しっぽりと冬の古都鎌倉めぐりに最適♪

江ノ電１日乗車券＆おみやげ処割引券付

八景島シーパラダイスチケット付プラン
4つの水族館を楽しめる「アクアリゾーツパス」付!!

江ノ島春の彩りプラン
ファミリーで、グループで、ようこそ江ノ島へ！

富士山見るならパノラマ富士山プラン

伊豆長岡で富士山を綺麗に見るなら「パノラマパーク」

はまゆうスタンダードプラン
駿河湾と富士山が宿から見える！

江ノ電でめぐる
早春鎌倉物語 特選会席プラン

おすすめ人気プラン！ 選べる５種類のグルメを満喫♪

鎌倉グルメ会席プラン

美味しいもの
を少しずつ召し上が
る軽めの会席

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン
当館から歩いて行ける「新江ノ島水族館」へＧｏ！

平日は季
節のお膳料理、
土・休前日は湘
南和風会席料理

土・休前日利用は1名様プラス
2,000円（小学生以上）

大人と中学生は軽めの会席、
小学生はお子様食

お夕食はわかみや自慢の特選会席料理

★1名様プラス1,000
円でお部屋食にグレ
ードアップできます

　（和室のみ）

★八景島シーパラダイス
　「アクアリゾーツパス」付
（大人3,000円、小・中学生1,750円相当）

★新江ノ島水族館チケット
　大人2,400円、 小中学生1,000円、
　幼児3歳以上600円相当付

夕食は会席料理
★小学生は料理が選べます

1/6～3/19（1/12・13除
く）／大正館指定、昭和館トイレ付
客室指定、1室1名様利用はお1人
様プラス1,100円／1日限定3室

1名様プラス1,500円で人気の
「豪快舟盛コース」に変更可

八景島シーパ
ラダイス八景島シーパ
ラダイス

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）

お子様（小学生まで） 全日6,750円 お子様（3歳から） 全日6,250円

12月中旬から全客室がトイレ付になりました

おすすめ観光おすすめ観光
12/22～4/27（12/31

～1/2除く）／3/24～4/1利用
は1名様プラス1,000円（大人の
み）／6畳利用は1名様500円引

駐車場は宿泊日と翌日
も終日無料！荷物も預かり可

1/12・13、2/9・10は平日料金に
1名様プラス2,000円 ※別途、入湯税（1泊あ
たり150円）をお預かりします

1/4～3/31／
1室1名様利用はシングルルーム
★洋室のベッドは全てシモンズ社
製のダブルベッド

●江ノ電１日乗車券「のりおりく
ん」付（大人600円相当）●おみやげ
処「小町」500円割引券付（1部屋に1
枚） ●未就学のお子様は添寝無料、夕・
朝食時ご飯＆ふりかけサービス ●車、
チェックイン前から預かり可

●関東三大イルミネーション「湘南の
宝石」江の島ライトアップ（2月中旬まで）

おすすめ観光おすすめ観光
●熱海梅園梅まつり（1/5～3/3）

（徒歩15分）

（車30分／電
車50分）

新江ノ島水
族館

新江ノ島水
族館

KKR鎌倉かわみや
☎0467-25-4321
神奈川県鎌倉市由比ガ浜 4-6-13

神奈川県　鎌倉

全室BT付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

黒毛和牛すき焼き

12/24～3/30（12/29～1/3、2/9・10
除く）／1室4名様以上利用はお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

チェックイン当日にご予約可
20種を超える多彩なコース
はどれも魅力的♪心地よい
ひとときをお過ごしください
営業時間：13:00～22:00
（最終受付21時）

敷地内から湧き出る
源泉を使用
★内風呂・露天風呂とも
相模湾が一望

★サウナ・水風呂も完備

おすすめ観光

●水仙（12月下旬～1月上旬）
　海蔵寺・瑞泉寺・明月院など
●冬牡丹（1月上旬～2月上旬）
　鶴岡八幡宮
●梅（2月上旬～3月上旬）
　荏柄天神社・宝戒寺・東慶寺・
　長谷寺など

和食会席＆お肉の大満足プラン

静岡県産３種肉鉄板焼きプラン

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（全8品）

旬の食材を使った会席料理

★当館から車5分の「伊豆
の国パノラマパーク」ロー
プウェイチケット付（通常 大
人1,800円、小人900円）

お1人様ずつ伊勢海老・鮑・金目鯛（切身）が付く豪華プラン

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

KKRホテル 熱海
☎0557-85-2000
静岡県熱海市春日町 7-39

静岡県　熱海

全室T付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

1室1名様利用は
シングルルーム

12/22～4/26（12/29～1/3除く）

鮑の柔らか煮付プランとても柔らかで
上品な味わい

柔らかく煮た鮑を、春野菜と
共にお楽しみください

1/7～4/261室4名様以上で「か
わはぎの薄造り」サービス

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 無料送迎 要予約

1/6～4/7／1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可） ※2/9・10利
用は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
★1月・4月の平日は1名様500円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

JR沼津駅南口
無料送迎 迎え15:00（要予約）

お得

海鮮漁師鍋プラン

アワビ・サザエ・ホタテなど海の幸をお楽しみください

大漁

旬の食材を使った
会席料理

※3/22～31の平日は平日料金
に1名様プラス2,000円

豪華な魚介を豪快に
漁師鍋で♪★海鮮漁師鍋を
あしたか牛ステーキに変更可

※3/22～31の平日は平日料金
に1名様プラス1,000円夕食のメイン料理を

お選びください
●黒毛和牛のすき焼き
●黒毛和牛のステーキ
●黒毛和牛のしゃぶしゃぶ
●金目鯛のしゃぶしゃぶ
●相模三元豚のしゃぶしゃぶ

海
長谷寺

3種肉鉄板焼き

スタンダード会席（一例）

海鮮漁師鍋

海鮮3種スペシャル会席

あわび

大浴場

ロープウェイと富士山

客室

江ノ電

今年も
やります

早春の鎌倉は花がいっぱい

逗子 湘南 熱海

沼津鎌倉

温泉は熱海の湯（疲労回復）
★入浴は一晩中ＯＫ

温泉情報

全室オーシャンビュー

温泉情報

お子様（小学生まで） 全日6,100円

一日乗車
券

のりおり
くん付

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/post-103.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/zushi-seaparadise.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/enoshima-harunoirodori.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/enoshima-enosuiticketplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kamakura-tokusenkaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kamakura-gourmetkaisekiplan.html


神奈川県逗子市新宿 3-2-26
KKR逗子  松汀園

☎046-871-2042神奈川県逗子市新宿 3-2-26 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-7-23
神奈川県
逗子

KKR江ノ島ニュー向洋
☎0466-23-7710

神奈川県
片瀬
海岸

全室 T付客室一部T付

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

静岡県
伊豆長岡

全室 T付 KKR 沼津はまゆう
☎055-931-0592静岡県沼津市志下 192

静岡県
沼津

全室 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

1泊2食 1室2名～

平　日 9,350 円
土・休前日 12,850 円

1泊2食 1室2名～

平　日 9,500 円
土・休前日 11,000 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 11,350 円
土・休前日 13,850 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

10,400 円
土・休前日

11,900 円

1泊2食

1室1名～

平　日

12,800 円 17,300 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

12,800 円 15,800 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金1泊2食

1室2名～

平　日

6,980 円 8,980 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

大　人

平　日

9,980 円
中学生 8,730 円
小学生 7,230 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

7,850 円 11,350 円
土・休前日と12/27～30、1/3・4

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

11,500 円 13,500 円
土・休前日と12/27～30、1/3・4

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室1名～

平　日

10,800 円 15,300 円
土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平　日 16,800 円
19,800 円土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

（徒歩15分）

（車30分／電
車50分）

黒毛和牛すき焼き

長谷寺

3種肉鉄板焼き

スタンダード会席（一例）

海鮮漁師鍋

海鮮3種スペシャル会席

あわび

江ノ電

おすすめ観光

伊豆
長岡

松汀園スタンダードプラン
しっぽりと冬の古都鎌倉めぐりに最適♪

江ノ電１日乗車券＆おみやげ処割引券付

八景島シーパラダイスチケット付プラン
4つの水族館を楽しめる「アクアリゾーツパス」付!!

江ノ島春の彩りプラン
ファミリーで、グループで、ようこそ江ノ島へ！

富士山見るならパノラマ富士山プラン

伊豆長岡で富士山を綺麗に見るなら「パノラマパーク」

はまゆうスタンダードプラン
駿河湾と富士山が宿から見える！

江ノ電でめぐる
早春鎌倉物語 特選会席プラン

おすすめ人気プラン！ 選べる５種類のグルメを満喫♪

鎌倉グルメ会席プラン

美味しいもの
を少しずつ召し上が
る軽めの会席

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン
当館から歩いて行ける「新江ノ島水族館」へＧｏ！

平日は季
節のお膳料理、
土・休前日は湘
南和風会席料理

土・休前日利用は1名様プラス
2,000円（小学生以上）

大人と中学生は軽めの会席、
小学生はお子様食

お夕食はわかみや自慢の特選会席料理

★1名様プラス1,000
円でお部屋食にグレ
ードアップできます

　（和室のみ）

★八景島シーパラダイス
　「アクアリゾーツパス」付
（大人3,000円、小・中学生1,750円相当）

★新江ノ島水族館チケット
　大人2,400円、 小中学生1,000円、
　幼児3歳以上600円相当付

夕食は会席料理
★小学生は料理が選べます

1/6～3/19（1/12・13除
く）／大正館指定、昭和館トイレ付
客室指定、1室1名様利用はお1人
様プラス1,100円／1日限定3室

1名様プラス1,500円で人気の
「豪快舟盛コース」に変更可

八景島シーパ
ラダイス八景島シーパ
ラダイス

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）

お子様（小学生まで） 全日6,750円 お子様（3歳から） 全日6,250円

12月中旬から全客室がトイレ付になりました

おすすめ観光おすすめ観光
12/22～4/27（12/31

～1/2除く）／3/24～4/1利用
は1名様プラス1,000円（大人の
み）／6畳利用は1名様500円引

駐車場は宿泊日と翌日
も終日無料！荷物も預かり可

1/12・13、2/9・10は平日料金に
1名様プラス2,000円 ※別途、入湯税（1泊あ
たり150円）をお預かりします

1/4～3/31／
1室1名様利用はシングルルーム
★洋室のベッドは全てシモンズ社
製のダブルベッド

●江ノ電１日乗車券「のりおりく
ん」付（大人600円相当）●おみやげ
処「小町」500円割引券付（1部屋に1
枚） ●未就学のお子様は添寝無料、夕・
朝食時ご飯＆ふりかけサービス ●車、
チェックイン前から預かり可

●関東三大イルミネーション「湘南の
宝石」江の島ライトアップ（2月中旬まで）

おすすめ観光おすすめ観光
●熱海梅園梅まつり（1/5～3/3）

（徒歩15分）

（車30分／電
車50分）

新江ノ島水
族館

新江ノ島水
族館

KKR鎌倉かわみや
☎0467-25-4321
神奈川県鎌倉市由比ガ浜 4-6-13

神奈川県　鎌倉

全室BT付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

黒毛和牛すき焼き

12/24～3/30（12/29～1/3、2/9・10
除く）／1室4名様以上利用はお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

チェックイン当日にご予約可
20種を超える多彩なコース
はどれも魅力的♪心地よい
ひとときをお過ごしください
営業時間：13:00～22:00
（最終受付21時）

敷地内から湧き出る
源泉を使用
★内風呂・露天風呂とも
相模湾が一望

★サウナ・水風呂も完備

おすすめ観光

●水仙（12月下旬～1月上旬）
　海蔵寺・瑞泉寺・明月院など
●冬牡丹（1月上旬～2月上旬）
　鶴岡八幡宮
●梅（2月上旬～3月上旬）
　荏柄天神社・宝戒寺・東慶寺・
　長谷寺など

和食会席＆お肉の大満足プラン

静岡県産３種肉鉄板焼きプラン

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（全8品）

旬の食材を使った会席料理

★当館から車5分の「伊豆
の国パノラマパーク」ロー
プウェイチケット付（通常 大
人1,800円、小人900円）

お1人様ずつ伊勢海老・鮑・金目鯛（切身）が付く豪華プラン

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

KKRホテル 熱海
☎0557-85-2000
静岡県熱海市春日町 7-39

静岡県　熱海

全室T付チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

1室1名様利用は
シングルルーム

12/22～4/26（12/29～1/3除く）

鮑の柔らか煮付プランとても柔らかで
上品な味わい

柔らかく煮た鮑を、春野菜と
共にお楽しみください

1/7～4/261室4名様以上で「か
わはぎの薄造り」サービス

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 無料送迎 要予約

1/6～4/7／1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可） ※2/9・10利
用は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
★1月・4月の平日は1名様500円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

JR沼津駅南口
無料送迎 迎え15:00（要予約）

お得

海鮮漁師鍋プラン

アワビ・サザエ・ホタテなど海の幸をお楽しみください

大漁

旬の食材を使った
会席料理

※3/22～31の平日は平日料金
に1名様プラス2,000円

豪華な魚介を豪快に
漁師鍋で♪★海鮮漁師鍋を
あしたか牛ステーキに変更可

※3/22～31の平日は平日料金
に1名様プラス1,000円夕食のメイン料理を

お選びください
●黒毛和牛のすき焼き
●黒毛和牛のステーキ
●黒毛和牛のしゃぶしゃぶ
●金目鯛のしゃぶしゃぶ
●相模三元豚のしゃぶしゃぶ

海
長谷寺

3種肉鉄板焼き

スタンダード会席（一例）

海鮮漁師鍋

海鮮3種スペシャル会席

あわび

大浴場

ロープウェイと富士山

客室

江ノ電

今年も
やります

早春の鎌倉は花がいっぱい

逗子 湘南 熱海

沼津鎌倉

温泉は熱海の湯（疲労回復）
★入浴は一晩中ＯＫ

温泉情報

全室オーシャンビュー

温泉情報

お子様（小学生まで） 全日6,100円

一日乗車
券

のりおり
くん付

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/post-105.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/post-106.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/izunagaoka-fujisan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/izunagaoka-awabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/numazu-standardplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/numazu-ryoushinabeplan.html


石川県

金沢

愛媛県

道後

滋賀県

琵琶湖

京都府

京都

チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

奈良県

奈良

兵庫県

城崎

大人1泊2食 1室2名～

平　日

A お子様

10,045 円
B お子様

7,175 円14,350 円
土・休前日 11,445 円 8,175円16,350 円

■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

1泊2食 1室1～3名 平　日

12/24～2/28 10,000 円
3/1～4/26 11,000 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室1～3名 平　日

12/24～2/28 6,900 円
3/1～4/26 7,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

3/8までの平日 9,650 円
3/8までの土・休前日 12,150 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

15,300 円
土・休前日

17,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 9,800 円
土・休前日 10,800 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平　日

大　人 13,750 円
お子様（小学生） 9,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～（Tなし和室）

平　日 9,900 円
土・休前日 10,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日（Tなし和室）

活けがに三昧 29,900 円
かに御膳 17,900 円
かにづくし 15,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～ 平　日

3/24～4/10 19,650 円
12/30、1/3、

3/16～23、4/11～14
12/22・23・29、

2/24・25、4/15～19

17,650 円
15,650 円

12/24～28、1/4～2/23、
2/26～3/15 14,650 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

13,300 円
土・休前日

14,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 16,850 円
土・休前日 18,850 円

1泊2食 1室2名～

平　日 15,350 円
17,350 円土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

京都・びわこ
共同企画

家族みんな嬉しい特典

朝食

外観

金澤フレンチ（一例）

しゃぶしゃぶ ステーキ すき焼き

牛すき焼き

サンキュー特別会席

春筍会席

※写真のふぐ刺しは3人前です

かにづくし

ファミリープラン（12月料理）

わくわくファミリープラン

坊ちゃん会席プラン

月替わりの会席料理

活けがに三昧：かにすき鍋/
焼きがに/かに刺し/雑炊/茹でが
に姿盛り/せこがに ★かに刺しと茹で
がには活けずわいがに（タグ付）を使用
かに御膳：かにすき小鍋/焼がに/
かに刺し/かに酢/かに天ぷら/か
に釜飯など かにづくし：かにすき
鍋/焼がに/かに刺し/雑炊

★1月・2月の利用は大人1,000円引、 Aお子様700円引、 Bお子様500円引

冬・春休みお子様歓迎プラン
小学生のお子様添い寝無料！

金澤フレンチプラン
シェフ自慢の創作フレンチディナー付

坊ちゃん会席プラン
温泉に入ってゆっくりお過ごしください道後温泉金沢

湯田
温泉

四季彩会席プラン
京都で味わう季節の味覚京都琵琶湖

家族みんなに嬉しい特典満載のお得なプランです

わくわくファミリープラン

季節の贅を集めた贅沢尽くしなプランです

長州やまぐちの
ごちそうたべんさいプラン

城崎
温泉奈良

金沢カレーもあるよ

朝食は和洋のブッフェ ★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）

12/24～4/26（12/29～31、1/1～3・12・
13、2/9・10除く）／土・休前日利用はプラス1,000円／
デラックスツイン1室2名様利用はお1人様プラス2,000
円/ファミリールーム1室4・5名様利用は要問合せ
※4/1より金沢市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

20周年記念宿泊プラン
おかげさまで20周年！

ご好評いただいた現職様限定の特別プランが再登場

しゃぶしゃぶ、ステー
キ、すき焼きを全てご賞味
いただけます

夕食は「会席料理」「牛すき焼き」から
お選びください ★お子様はステーキランチ

12/22～2/28
12/31～1/2除く）／
客室定員利用 ※別途、入湯税
（1泊あたり150円）をお預かりし
ます

12/22～3/31
（12/31～1/3除く）

12/22～3/31（12/30～1/3除く）3/9以降の料金は要問合せ

12/22～3/19（12/29～1/3、2/24・25除
く）／土・休前日利用は大人プラス1,000円、お子様プラ
ス500円／1日5室限定／客室定員利用 ※別途、入湯税（1泊
あたり150円）、京都のみ宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

12/22～4/19（12/31～1/2
除く）／土・休前日利用は1名様プラス
2,000円／客室定員利用
※別途、入湯税（1泊あたり150円）、京都市宿泊税
　（1泊あたり200円）をお預かりします

3日前まで要予約

季節の和会席

美食ふぐ会席プラン
冬の定番ぜひお召し上がりください

ふぐ刺し、ふぐの
から揚げをはじめとした
ふぐ会席★1名様プラス
3,000円で「厳選とら
ふぐ会席」に変更可

夕食は石垣の見えるレストランで金澤フレンチ 
★1名様プラス1,000円で『加賀会席』に変更可 
★1名様プラス2,200円で『のど黒会席』に変更可 
★お子様ランチは1,080円からご用意できます

3日前まで要予約

●お子様（小学生）
添寝無料（通常2,000円） ●お子様アメ掴み取り

1/4～3/31（活けがに三
昧は2/28まで）／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 ※別途、入
湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

城崎7つの外湯の無料券プレゼント

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

おすすめ観光おすすめ観光
●目の前が金沢城公園（徒歩1
分）●恐竜博物館（車90分） 
●のとじま水族館（車120分） 
●不思議体験がいっぱい！ 21
世紀美術館（バス10分） ●金
箔生産日本一の金沢でいろん
な種類の金箔体験！

KKRホテル金沢
☎076-264-3261石川県金沢市大手町 2-32

全室 BT付 KKR道後ゆづき
☎089-941-2934愛媛県松山市岩崎町 1-7-37

全室 T付 KKR ホテルびわこ
☎077-578-2020滋賀県大津市下阪本 1-1-1

全室 BT付 KKR京都くに荘
☎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

全室 T付

KKR山口あさくら

☎083-922-3268
山口県山口市神田町 2-18

山口県　湯田温泉

全室T付

KKR奈良みかさ荘
☎0742-22-5582奈良県奈良市高畑大道町 1224

全室 BTなし KKR城崎 玄武 
☎0796-32-2631兵庫県豊岡市城崎町湯島 75

客室一部T付

奈良大感謝プラン
古都散策にぴったりのお得なプラン

旬の食材を使用した会席料理

奈良四季会席プラン不朽の名館にてゆったりと
会席をご堪能ください

城崎のんびりプラン
外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫

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～）★1名様プラス
5,000円で但馬牛会席に変更可

冬の味覚プラン
ずわいがにの本場城崎で、豪快に
かに料理を堪能

料理長が厳選した食材を使用した会席料理

1/4～2/28／1室
1名様利用はプラス1,000円

おすすめ観光おすすめ観光

特典付

A お子様　 お子様会席
B お子様　 エビフライ・
 　ステーキセット

●小学生未満のお子様に
　「お子様ランチ(夕・朝食)」1名様分
●小学生未満のお子様に
　「アイスクリーム券」
●小学生のお子様に夕食時
　「こどもビール(炭酸飲料)」1本
●大人は夕食時、日本酒または
　ソフトドリンク1杯
●ゆっくり滞在（14時チェックイン
　～11時チェックアウト）

12/22～3/31（12/29～
1/2除く）※12/22・23、1/3・12・13、2/9・
10・24は特別料金（施設へ要問合せ） ※別途、
入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

山口名物「瓦そば」や「国産
牛ステーキ」「鮟鱇唐揚げ」などお
肉・お魚をたっぷり取り入れた創作
会席料理 ※3月から春メニューに変更に
なります

●志賀直哉旧居（徒歩3分）
●新薬師寺（徒歩10分）
●東大寺（徒歩15分）
●春日大社（ささやきの小路
　から徒歩15分）

城崎温泉

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

●冬の味覚の会席、選べる
コース（2/28まで）ふぐ付会席/
かに付会席/和牛会席/京会席「清
滝」 ※ふぐ付会席の予約・変更・取消はご
予約日の2日前まで
●春の味覚の会席、選べるコース
（3/1から）春筍会席/桜鯛会席/
和牛会席/京会席「清滝」

第3弾

●どの調理方法が美
味しかったかアンケートに
お答えで10名様に抽選で
「近江牛」をプレゼント
●2泊以上の連泊で「マグ
カップ」プレゼント（一部対
象外のプランあり）

冬・春のサンキュー宿泊プラン

朝食

外観

金澤フレンチ（一例）

しゃぶしゃぶ ステーキ すき焼き

牛すき焼き

サンキュー特別会席

春筍会席

※写真のふぐ刺しは3人前です

長州会席

会席料理

四季会席

かにづくし

庭園露天風呂

ファミリープラン（12月料理）

家族みんな嬉しい特典

ＫKＲ山口朝倉温泉
敷地内から湧く湯量豊富な

自家源泉と庭園露天風呂を満喫

温泉情報

京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が
KKR宿泊割引券（2,000円）と併用可能
★所属先省庁で補助券・助成券を発行している場合
も併用可   ※詳細は直接施設にお問い合わせください 

KKR宿泊割引券＋京都・びわこ共通割引券＋所属先
省庁発行補助券（3,000円の場合）＝8,000円引／割
引後、大人5,900円（入湯税込）、小学生1,900円（お
1人様平均3,900円）※補助の有無、金額は省庁に
より異なります

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

例えば、大人２名＋小学生２名で所属先省庁
から１人3,0000円の補助がある場合

12/22チェックインから
4/7チェックアウトまで

歴史と情緒

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kanazawa-kidsplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kanazawa-french.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/dougo-bocchanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/dougo-fugukaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/yamaguchi-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/yamaguchi-chosyuplan.html


石川県

金沢

愛媛県

道後

滋賀県

琵琶湖

京都府

京都

チェックイン 15:00　チェックアウト10:00　  

奈良県

奈良

兵庫県

城崎

大人1泊2食 1室2名～

平　日

A お子様

10,045 円
B お子様

7,175 円14,350 円
土・休前日 11,445 円 8,175円16,350 円

■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

1泊2食 1室1～3名 平　日

12/24～2/28 10,000 円
3/1～4/26 11,000 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊朝食付 1室1～3名 平　日

12/24～2/28 6,900 円
3/1～4/26 7,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

3/8までの平日 9,650 円
3/8までの土・休前日 12,150 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

15,300 円
土・休前日

17,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 9,800 円
土・休前日 10,800 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平　日

大　人 13,750 円
お子様（小学生） 9,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～（Tなし和室）

平　日 9,900 円
土・休前日 10,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日（Tなし和室）

活けがに三昧 29,900 円
かに御膳 17,900 円
かにづくし 15,900 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～ 平　日

3/24～4/10 19,650 円
12/30、1/3、

3/16～23、4/11～14
12/22・23・29、

2/24・25、4/15～19

17,650 円
15,650 円

12/24～28、1/4～2/23、
2/26～3/15 14,650 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食

1室2名～

平　日

13,300 円
土・休前日

14,300 円

■お一人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平　日 16,850 円
土・休前日 18,850 円

1泊2食 1室2名～

平　日 15,350 円
17,350 円土・休前日

■お一人様あたりの組合員料金

京都・びわこ
共同企画

家族みんな嬉しい特典

朝食

外観

金澤フレンチ（一例）

しゃぶしゃぶ ステーキ すき焼き

牛すき焼き

サンキュー特別会席

春筍会席

※写真のふぐ刺しは3人前です

かにづくし

ファミリープラン（12月料理）

わくわくファミリープラン

坊ちゃん会席プラン

月替わりの会席料理

活けがに三昧：かにすき鍋/
焼きがに/かに刺し/雑炊/茹でが
に姿盛り/せこがに ★かに刺しと茹で
がには活けずわいがに（タグ付）を使用
かに御膳：かにすき小鍋/焼がに/
かに刺し/かに酢/かに天ぷら/か
に釜飯など かにづくし：かにすき
鍋/焼がに/かに刺し/雑炊

★1月・2月の利用は大人1,000円引、 Aお子様700円引、 Bお子様500円引

冬・春休みお子様歓迎プラン
小学生のお子様添い寝無料！

金澤フレンチプラン
シェフ自慢の創作フレンチディナー付

坊ちゃん会席プラン
温泉に入ってゆっくりお過ごしください道後温泉金沢

湯田
温泉

四季彩会席プラン
京都で味わう季節の味覚京都琵琶湖

家族みんなに嬉しい特典満載のお得なプランです

わくわくファミリープラン

季節の贅を集めた贅沢尽くしなプランです

長州やまぐちの
ごちそうたべんさいプラン

城崎
温泉奈良

金沢カレーもあるよ

朝食は和洋のブッフェ ★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）

12/24～4/26（12/29～31、1/1～3・12・
13、2/9・10除く）／土・休前日利用はプラス1,000円／
デラックスツイン1室2名様利用はお1人様プラス2,000
円/ファミリールーム1室4・5名様利用は要問合せ
※4/1より金沢市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

20周年記念宿泊プラン
おかげさまで20周年！

ご好評いただいた現職様限定の特別プランが再登場

しゃぶしゃぶ、ステー
キ、すき焼きを全てご賞味
いただけます

夕食は「会席料理」「牛すき焼き」から
お選びください ★お子様はステーキランチ

12/22～2/28
12/31～1/2除く）／
客室定員利用 ※別途、入湯税
（1泊あたり150円）をお預かりし
ます

12/22～3/31
（12/31～1/3除く）

12/22～3/31（12/30～1/3除く）3/9以降の料金は要問合せ

12/22～3/19（12/29～1/3、2/24・25除
く）／土・休前日利用は大人プラス1,000円、お子様プラ
ス500円／1日5室限定／客室定員利用 ※別途、入湯税（1泊
あたり150円）、京都のみ宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

12/22～4/19（12/31～1/2
除く）／土・休前日利用は1名様プラス
2,000円／客室定員利用
※別途、入湯税（1泊あたり150円）、京都市宿泊税
　（1泊あたり200円）をお預かりします

3日前まで要予約

季節の和会席

美食ふぐ会席プラン
冬の定番ぜひお召し上がりください

ふぐ刺し、ふぐの
から揚げをはじめとした
ふぐ会席★1名様プラス
3,000円で「厳選とら
ふぐ会席」に変更可

夕食は石垣の見えるレストランで金澤フレンチ 
★1名様プラス1,000円で『加賀会席』に変更可 
★1名様プラス2,200円で『のど黒会席』に変更可 
★お子様ランチは1,080円からご用意できます

3日前まで要予約

●お子様（小学生）
添寝無料（通常2,000円） ●お子様アメ掴み取り

1/4～3/31（活けがに三
昧は2/28まで）／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 ※別途、入
湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

城崎7つの外湯の無料券プレゼント

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

おすすめ観光おすすめ観光
●目の前が金沢城公園（徒歩1
分）●恐竜博物館（車90分） 
●のとじま水族館（車120分） 
●不思議体験がいっぱい！ 21
世紀美術館（バス10分） ●金
箔生産日本一の金沢でいろん
な種類の金箔体験！

KKRホテル金沢
☎076-264-3261石川県金沢市大手町 2-32

全室 BT付 KKR道後ゆづき
☎089-941-2934愛媛県松山市岩崎町 1-7-37

全室 T付 KKR ホテルびわこ
☎077-578-2020滋賀県大津市下阪本 1-1-1

全室 BT付 KKR京都くに荘
☎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

全室 T付

KKR山口あさくら

☎083-922-3268
山口県山口市神田町 2-18

山口県　湯田温泉

全室T付

KKR奈良みかさ荘
☎0742-22-5582奈良県奈良市高畑大道町 1224

全室 BTなし KKR城崎 玄武 
☎0796-32-2631兵庫県豊岡市城崎町湯島 75

客室一部T付

奈良大感謝プラン
古都散策にぴったりのお得なプラン

旬の食材を使用した会席料理

奈良四季会席プラン不朽の名館にてゆったりと
会席をご堪能ください

城崎のんびりプラン
外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫

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～）★1名様プラス
5,000円で但馬牛会席に変更可

冬の味覚プラン
ずわいがにの本場城崎で、豪快に
かに料理を堪能

料理長が厳選した食材を使用した会席料理

1/4～2/28／1室
1名様利用はプラス1,000円

おすすめ観光おすすめ観光

特典付

A お子様　 お子様会席
B お子様　 エビフライ・
 　ステーキセット

●小学生未満のお子様に
　「お子様ランチ(夕・朝食)」1名様分
●小学生未満のお子様に
　「アイスクリーム券」
●小学生のお子様に夕食時
　「こどもビール(炭酸飲料)」1本
●大人は夕食時、日本酒または
　ソフトドリンク1杯
●ゆっくり滞在（14時チェックイン
　～11時チェックアウト）

12/22～3/31（12/29～
1/2除く）※12/22・23、1/3・12・13、2/9・
10・24は特別料金（施設へ要問合せ） ※別途、
入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

山口名物「瓦そば」や「国産
牛ステーキ」「鮟鱇唐揚げ」などお
肉・お魚をたっぷり取り入れた創作
会席料理 ※3月から春メニューに変更に
なります

●志賀直哉旧居（徒歩3分）
●新薬師寺（徒歩10分）
●東大寺（徒歩15分）
●春日大社（ささやきの小路
　から徒歩15分）

城崎温泉

※土・休前日利用は1名様プラス1,000円

●冬の味覚の会席、選べる
コース（2/28まで）ふぐ付会席/
かに付会席/和牛会席/京会席「清
滝」 ※ふぐ付会席の予約・変更・取消はご
予約日の2日前まで
●春の味覚の会席、選べるコース
（3/1から）春筍会席/桜鯛会席/
和牛会席/京会席「清滝」

第3弾

●どの調理方法が美
味しかったかアンケートに
お答えで10名様に抽選で
「近江牛」をプレゼント
●2泊以上の連泊で「マグ
カップ」プレゼント（一部対
象外のプランあり）

冬・春のサンキュー宿泊プラン

朝食

外観

金澤フレンチ（一例）

しゃぶしゃぶ ステーキ すき焼き

牛すき焼き

サンキュー特別会席

春筍会席

※写真のふぐ刺しは3人前です

長州会席

会席料理

四季会席

かにづくし

庭園露天風呂

ファミリープラン（12月料理）

家族みんな嬉しい特典

ＫKＲ山口朝倉温泉
敷地内から湧く湯量豊富な

自家源泉と庭園露天風呂を満喫

温泉情報

京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が
KKR宿泊割引券（2,000円）と併用可能
★所属先省庁で補助券・助成券を発行している場合
も併用可   ※詳細は直接施設にお問い合わせください 

KKR宿泊割引券＋京都・びわこ共通割引券＋所属先
省庁発行補助券（3,000円の場合）＝8,000円引／割
引後、大人5,900円（入湯税込）、小学生1,900円（お
1人様平均3,900円）※補助の有無、金額は省庁に
より異なります

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

例えば、大人２名＋小学生２名で所属先省庁
から１人3,0000円の補助がある場合

12/22チェックインから
4/7チェックアウトまで

歴史と情緒

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/biwako-20syuunennplan3.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kyoto-shikisai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kyoto-39paln.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/post-104.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/09/kinosaki-fuyunomikaku.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/nara-daikansyaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/nara-shikikaisekiplan.html


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


http://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
http://www.kkr.or.jp/hotel/package/


闘

本券のコピー使用可

KK 布泊訓りl券2,000円

EIH註1』;lii1■ 平成 30年 12/22 チェックイン～平成 31 年 417 チェックアウトまで

●お1人様一泊あたリ 4,000円以上のこ宿泊プランをご利用時にこ使用になれます
●チェックイン時に組合員証等をご提示の上本券をこ提出ください
●対象は、組合員様とその家族です（家族の範囲は配偶者 ・ 子 ・ 父母 ・ 孫 ・ 祖父母です）

※組合員様が同行されないご家族のみでご使用の際には組合員証のコピ一を四提示ください
● KKRの宿泊施設とホテ｝レポールスタ ー札幌 ・ 仙台ガー デンバレス ・ 広島ガー デン

パレスでこ使用になれます
●割引額は2,000円X利用人数X宿泊数となります

ご使用にあたって
● KKRホテルズ＆リゾーツの発行する他の割引券やプレミアムクーポン、

平日特別宿泊割引券との併用はできません
●インタ ーネットサイトや旅行代理店などで事前に精算される場合は

ご使用になれません
●公務出張及び売店 ・ レストラン ・ ラウンジのみでの使用はできません
●割引分については、KKRポイントの付与はありません
●換金はできません

所属共済組合●

ご利用施設●KKR 

共済組合

ご宿泊日● ／ ～ ／ 

支部 組合員様氏名● 様 ご宿泊人数● 名

《個人情報の取リ扱いについて》本券に記入していただいた個人情報は、 ご本人の確認のためだけに利用し、
他の目的には利用いたしません

●継続長期組合員の方は、出向元の共済組合名をこ記入ください

1. お客様（現職組合員様）のこ年齢
□ 29歳以下 □ 30歳代 □40歳代 □ 50歳代 口60歳以上

2. 今回のこ予約方法は、
口電話 □施役ホームページ □携帯サイト □楽天 □じゃらん □ その他

3. 今回こー緒にこ旅行された方
口こ夫婦 □ご家族 □お一人 口その他（

4. KKR施設のこ利用は、 口今回初めて □2回 □3回以上

―
` 

5. KKR宿泊割引券2,000円のご使用は、
口今回初めて □2回目 □3回以上

6. 今回こ使用いただいた宿泊割引券は、 どのようにしてお知りになりましたか。
口「KKR紙」を見て □職場で間いて □その他（ ） 

7. 宿泊割引券は今回のこ旅行のきっかけになりましたか。 口はい □いいえ

（必すご記入ください）

2,000円 x 名X 泊 施設印

� ― 

http://www.kkr.or.jp/hotel/



