北海道

川湯温泉

北海道の蟹を贅沢に使用した
料理長自慢のコース

知床和牛＆蟹づくし

極み会席プラン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

11月
12月

知床和牛と北海道の蟹を
使用した会席料理
JR川湯温泉駅 無料送迎（要予約）
10/1～12/30／1室1名様利用
はプラス1,000円
※3日前午前中まで要予約

●神秘の摩周湖（車20分）
●大パノラマが広がる天下の絶景
美幌峠（車40分）
●紅葉を見ながら温泉街を馬車で
散策する
「紅葉馬車」無料運行
（10中旬まで）

1泊2食 1室2名～ 平日

10月 8,330円 11月･12月 7,330円
※土･休前日は10月までプラス1,000円､
11月からプラス500円

015-483-2643

KKR かわゆ

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

函館･湯の川温泉

チェックイン／15:00チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

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

旬の素材を
レストラン食で

10,000円
平日 11/1～12/29
9,500円

0138-57-8484

北海道函館市湯川町2-8-14

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

紅葉が煌びやかな山々が広がる自然ゆたかな水上へ
松茸と
群馬名産こんにゃくの

秋の贅沢会席プラン

■お１人様あたりの組合員料金

平日
土曜日と10/8、
10/15～11/10

山形県

蔵王温泉

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

蔵王高原の錦秋・初冬の大自然と開湯1900年の蔵王温泉
カニ鍋・牛ステーキ・
松茸ごはんの

特選会席プラン

松茸と群馬の名産ヘルシーな「こ
んにゃく」を取り入れ、秋の贅沢な
食材をふんだんに用いた創作会席
※松茸は外国産です
※12月中旬から冬メニューに変更
JR水上駅 無料送迎（要予約）
迎え 15:45 16:40 送り 9:15 10:00

空から眺める紅葉は圧巻（10月上旬～11月上旬）
●蔵王中央ロープウェイ
（徒歩1分）
●蔵王ロープウェイ
（徒歩7分）

山形県山形市蔵王温泉904-8

東京都

竹橋

平日
日・祝日

料理（イメージ）

10/1～12/27
（11/25～12/15除く）
●谷川岳ロープウェイ
（10月初旬～下旬）
●照葉峡（10月初旬～下旬）
●ならまた湖（10月中旬～下旬）
●水明荘周辺（10月下旬～11月中旬）

料理
（イメージ）

KKR 蔵王 白銀荘

1泊朝食付

11,350円
13,050円

KKR 水上 水明荘

１室２名～

10,800円
9,800円

10/1～12/21／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／トイレ無
客室は1名様1,000円引

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
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

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♪

地下鉄
竹橋駅直結

★ご家族限定★ファミリープラン朝食付

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

011-231-6711

北海道札幌市中央区北四条西5-1

ズワイガニの蟹すき鍋、国産牛
のステーキ、ブランド米つや姫の松茸ご
はんの豪華食材3品を加えた会席膳
★ご夕食に山形名物「芋煮汁」付
★ご朝食に好評「山形のつけものバイキング」実施中
★同料金で『蔵王牛鍋プラン』
しゃぶしゃ
ぶorすき焼き(肉150g/全11品)に変更可
（要予約2日
前/2人前か
ら/1グルー
プ同一メニ
ロープウェイと紅葉（イメージ） ュー）

●当館から市電の乗り
場まで徒歩4分♪
●函館朝市、元町、五稜
郭など観光や買い物
に便利

KKR はこだて

１泊２食

●ホテル前の道庁庭園の紅葉が見事
（10月～11月上旬）
●さっぽろホワイトイルミネーション
（大通会場：11/24～12/25）

KKR ホテル札幌

平日 11/5～12/16

五稜郭（イメージ）

群馬県

道庁庭園
（イメージ）

※11/2～4利用は1泊2食11,800円

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♪

水上温泉

さっぽろホワイトイルミネーション
（イメージ）

平日 10/1～11/1と
12/17～21

平日 10/1～10/31

10/1～12/29／土・
休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／1室3名様以
上利用はお1人様500円引

10/1～12/27／1室1名様シン
グル利用はプラス1,400円／1
日限定5室

１泊２食

１室２名～

お1人様プラス2,000円で
ご夕食グレードUP＆お部
屋食可
（要予約）

7,200 9,200円
5,800円 7,800円
4,400円 5,400円

■お１人様あたりの組合員料金

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

土・休前日

道庁庭園が望める会場でご朝食
料理（イメージ）

12/30 四季御膳プラン

北海道

平日

円

10月

※土・休前日は10月までプラス1,000円、
11月からプラス500円

まで

カジュアルプラン

札幌駅から徒歩5分

1泊朝食付 1室2名

13,330円
12,330円

11･12月 平日

札幌

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

10月 平日

ビジネスにも観光にもオススメ！お手軽な朝食付プラン

北海道

ロープウェイから見た紅葉（イメージ）

0278-72-2345

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

1室2・3名

9,200円
7,700円

朝食は皇居が見える12階の展
望レストランで和洋バイキング
（AM6:30～AM9:00）
●駐車場無料（6:00～翌22:00）
●12歳以下の添い寝のお子様無料
※4歳～12歳のお子様の朝食
料金は700円
10/1～12/29（ 土・休前日除く）／
客室はツイン・ダブルから選択可
／1室2名様利用はお1人様プラス
1,500円で皇居側のデラックスツ
インへ変更可／1室3名様利用は
皇居側のデラックスツイン

KKR ホテル東京
東京都千代田区大手町1-4-1

東京駅（イメージ）

●皇居（徒歩2分）
●日本武道館（徒歩15分）
●東京駅（車5分）
●東京ドーム
（車10分）
●銀座（電車15分）
●東京スカイツリー
（電車20分）

03-3287-2921

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付

東京都

中目黒

11月22日「良い夫婦の日」にちなみ、
特別料金でお待ちしています
日～水曜日限定

いい夫婦1122プラン

■ 2名様分の組合員料金
１泊サービス朝食付
１室２名
（ツイン・ダブル）

平日

（お1人様あたり5,610円）

土・休前日

朝食は和食ビュッフェを無料
サービス
（7：00～9：00終了）
10/1～12/20（10/8除く）／1日
限定5室／電話予約のみ

KKR ホテル中目黒
東京都目黒区東山1-27-15

洋食発祥！ YOKOHAMAカジュアル

フレンチディナー付プラン

１泊２食

11,220円

●六本木ヒルズ
（電車10分）
●東京スカイツリー
（電車45分）
●東京ディズニーリゾート
（電車45分）

横浜

カジュアルフレンチと横浜のイルミネーションを満喫！

■お1人様あたりの組合員料金

日～水曜日

●全室有線LAN、
Wi-Fi完備
●ゆっくり足を伸ばせる男女別大浴場
●全室大型液晶テレビCS5チャンネル
視聴無料

神奈川県

１室２名～

11,800円
12,800円

※10/7・8、11/3・4利用は1名様プラス1,000円

ツインルーム
（イメージ）

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
中目黒駅近くから出発、最終22:00
中目黒駅正面改札口右手バス停先
TSUTAYA横（大通り沿い）⇒ホテル
※ホテル公式ＨＰにバスご案内あり、又はお電話ください

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

●鮮魚のプティオードブル
●牛フィレ肉のポワレor本日のお魚料理
●パティシエからの一皿…など
モーニングコーヒーをサービス
夜景（イメージ）
10/1～12/29／海側和室／山側和
室利用、1室3・4名利用は割引あり
／洋室利用は要問合せ／3日前ま
【10月】
中華街
「国慶節」
「雙十節」
、
馬車道
で要予約
「馬車道祭」
など
「美食節」
など
記念日にもぴったり！【11月】中華街「春節燈花」
【12月】山手西洋館「世界のクリスマス」、み
1名様プラス2,000円で
『フルコース
なとみらい
「みライト」
イルミネーションなど
ディナー』
に変更可

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

神奈川県

神奈川県

ノスタルジック横須賀へショートトリップ

湘南･逗子海岸

YOKOSUKA軍港めぐり＆
葉山牛を楽しむ贅沢プラン

■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～

まで

●八景島シーパラダイス
※フロントにてチケットご用意
葉山牛（イメージ）（車30分）

1泊2食 1室2名～ 平日

10月･11月 6,980円 12月 5,980円
※土・休前日の料金は施設に要問合せ

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

■お１人様あたりの組合員料金

江ノ電で
ひと駅

鎌倉に紅葉を見に行こう！

長谷寺・秋旅プラン

１室２名～

14,500円
15,300円

土・休前日

旬の食材を使った特選会席

★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可
★1名様プラス2,000円でグルメ会席
長谷寺ライトアップ
（イメージ）
（金目鯛のしゃぶしゃぶ
/黒毛和牛のすき焼き/
料理（イメージ） 鎌倉！紅葉狩りウォークプラン
黒毛和牛のステーキ/
1泊2食 1室2名～
黒毛和牛のしゃぶしゃ
12/5
ぶ/相模三元豚のしゃぶ
～28
平日 11,800円
しゃぶ）
に変更可

土･休前日 15,300円

★歩数計＆スポーツドリンクプレゼント

長谷寺拝観券
（大人300円相当）付
おすすめ紅葉スポット
10/1～12/8 ／洋室はシモンズ ●長谷寺 ●円覚寺 ●東慶寺 ●建長寺
ベッド
★長谷寺のライトアップは幻想的（11月下旬～12月上旬）

0467-25-4321

KKR 鎌倉わかみや
神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

神奈川県

神奈川県

湘南・片瀬海岸 組合員様限定のお得な宿泊プラン

秋冬湘南散策プラン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食
平日
土・休前日

お子様

付

拝観券

平日

★大人1,400円相当のYOKOSUKA
軍港めぐり乗船チケット付
お夕食は地産ブランドの葉山牛 軍港めぐり（イメージ）
電車で
（しゃぶしゃぶ・陶板焼きから選択）
ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐり 10分
●夕食時に地酒「天青」
や生ビー
毎日違う港の光景を間近に眺めながらの
ルなどのワンドリンク付
クルージングは横須賀ならでは！
●アーリーチェックイン
艦船の種類や名前、役割など詳しい生解
●駐車場が無料
説がおもしろい（1周約45分）
10/1～12/20／1室1名様利用は
プラス1,100円
（平日のみ利用可） 12/20 お手軽会席プラン

神奈川県逗子市新宿3-2-26

坂東第4番札所・日本最大級の木造観音
「長谷観音」
と庭園めぐり

１泊２食

11,380円

KKR 逗子 松汀園

鎌倉

（小学生）
全日
（3歳から）
全日

KKR 江ノ島ニュー向洋
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

成川美術館チケット付プラン

１泊２食

6,800円
9,500円

平日はお膳料理
（定食）
、
土・休
前日は会席料理でおもてなし
★小学生のご夕食は2種類か
ら選べます
（要予約）
●車、
荷物等朝から預かり可
●組合員様はお飲物を自由に
持込可
10/1～12/22／1室1名様利用
はプラス1,000円／トイレ付客
室は大人1名様プラス1,000円

富士山と芦ノ湖・箱根髄一の眺望と
現代日本画を堪能
箱根芦ノ湖

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

6,150円
5,650円

箱根・木賀温泉

平日

１室２名～

10月

季節の創作会席料理
江の島（イメージ）

12/25 国産牛ステーキ付会席プラン
まで

1泊2食 1室2名～

平日 11,500円
土･休前日 13,500円

★Ａ4ランクの国産牛ステーキ＆
スパークリングワインお1人様2杯付！

●新江ノ島水族館（徒歩15分）
●江の島（徒歩20分）

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

11月

12月

11,750円 12,050円 11,050円

箱根登山鉄道「宮ノ下駅」
から
無料送迎（14:30～18:00）
10/1～12/23（ 10/8・9、
11/3・4、12/1・3除く）／土・休前
日利用は1名様プラス1,500円／
1室1名様利用はプラス1,500円
（10・12月の平日のみ利用可）

12/23 木賀会席プラン
まで

1泊2食 1室2名～ 平日

10月 10,650円
12月 9,950円

11月 10,950円

※土・休前日利用は1名様プラス1，
500円
※10/8・9、
11/3・4、
12/1・3除く
成川美術館展望室より見る芦ノ湖と富士山（イメージ）

成川美術館★イベント情報★

開館30周年記念展「戦後日本画の
山脈」所蔵の名品をもれなく展示
する特別展
（2018年3月まで）

KKR 宮の下

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

静岡県

静岡県

伊豆・熱海 和食会席＆お肉の満足プラン
温泉

静岡県産３種肉 陶板焼きプラン

伊豆長岡
温泉

味の決め手は熟練の技から生まれた甘辛だし！

鯛のかぶと煮とさざえのつぼ焼き付会席プラン
三島スカイウォーク
（イメージ）

■お１人様あたりの組合員料金

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食
平日
土・休前日

１泊２食

１室２・3名

12,800 円
15,800 円

平日
土・休前日

静岡県産3種肉を使用しています
●牛（静岡県産国産牛）
料理（イメージ）
●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） 12/28 伊勢海老＆鮑＆

10/1～12/28
（10/7・8、
11/3・4、
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／和洋室・和洋スー
ペリアは1名様プラス500円
●熱海梅園もみじまつり
（11/11～12/3）
期間中の16：30～21：00
紅葉ライトアップ
（車10分）

平日 16,800円 土･休前日 19,800円
※除外日あり、詳しくは施設に要問合せ

★ホテル屋上からよく見えます

0557-85-2000

静岡県熱海市春日町7-39

沼津

1 泊 2 食 1 室 1 名～

●熱海海上花火大会
（10/9、11/12、12/10、12/17）

KKR ホテル熱海
静岡県

金目鯛プラン

まで

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

金目鯛といったらやっぱり煮付け！
丸ごと1匹！

金目鯛の煮付プラン

平日
土・休前日

静岡県沼津市志下192

●沼津御用邸記念公園：大正天皇が皇太子時代
に静養のため造営した別邸
（徒歩15分）
●沼津港：新鮮な魚介類が楽しめる飲食店街は
昼食におすすめ！
（車10分）
●沼津港深海水族館：シーラカンスの冷凍個体
は必見
（沼津港飲食店街隣接）
●三島スカイウォーク：歩行者専用としては日
最長の吊橋
（車20分）

055-931-0592

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

美景・美味・美湯の妙高をお得な価格で満喫

月替わりお手軽コース

■お１人様あたりの組合員料金

土・休前日
お子様（小学生まで）全日

10/5～12/22

鯛のかぶと煮（イメージ）

KKR 伊豆長岡 千歳荘
静岡県伊豆の国市古奈82

新潟県

越後湯沢
温泉

全長400m、歩行者専用
としては日本一長い吊橋
秋の富士山を望むならこ
こがおススメ！
（車約30分）

055-948-0010

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

魚沼産コシヒカリつかみどり付

松茸入り釜めしと土瓶蒸しプラン

秋の味覚

ワンちゃん同宿プラン

10/1～10/20

10/21～11/4

もあります

11/5～11/25

※詳しくは施設の
お問い合わせ
ください

信越の食材を使用した上方
仕立ての優しい和食

★夕食時、生ビール・日本酒・ワ
イン飲み放題1,500円→1,200円
★滞在中ソフトドリンク無料
飲み放題

妙高高原駅 無料送迎 15：00～
16：00
（前日まで要予約）
10/1～12/28／1室1名様利用はプラ
ス300円／バス・トイレ付客室利用は
1室プラス3,000円／電話予約限定

KKR 妙高高原 白樺荘

JR越後湯沢駅
（要予約）

紅葉狩りのおすすめコース

●苗場ドラゴンドラ（10/7～11/5）片道約20分の空中散歩
●湯沢高原ロープウェイ
（11/12まで）
トレッキング
にもおすすめ

無料送迎

●10/8～11/25／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円（大人のみ）
★11/26～12/21は『きのこたっぷ
りちゃんこ鍋プラン』8,800円～
ロープウェイと紅葉（イメージ）

KKR 湯沢ゆきぐに
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

長野県

上諏訪温泉

025-784-3424

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

エントランスを改修！ 館内は心地よい畳敷き＆かけ流し温泉の宿

長野県産

牛ヒレステーキ＆リブロース
食べ放題プラン

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

１泊２食

7,700円
8,700円
5,000円

新潟県妙高市関川2275

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅
無料送迎（要予約）

●魚沼産コシヒカリつかみどり
●ソフトドリンク飲み放題

金目鯛煮付け
（イメージ）

KKR 沼津はまゆう

平日

●三島スカイウォーク

●秋の味覚「松茸」
と新米の「魚
沼産コシヒカリ」
を釜めしで
※お子様はお子様食となります

10/1～12/27／1室1名様利用は
プラス1,000円
（平日のみ利用可）

１泊２食

貸切家族風呂無料
（かけ流しの温泉です!）

平日

JR沼津駅南口 無料送迎
迎え16：00
（要予約）

新潟県

甘辛く炊いた鯛のかぶと煮とさざ
えのつぼ焼きが付いた会席料理
※鯛のかぶと煮とさざえのつぼ
焼きを「あしたか牛ステーキ」に
変更可

10,800円 11,800円 9,800円
お子様（小学生まで）
全日
7,000円

11,350円
13,850円

※10/7・8、11/3・4は土・休前日料金にお1人様プラス1,000円

池の平温泉

※10/7・8、11/3・4利用は土・休前日料金に1名様プラス1,000円

１泊２食 １室２名～

１室２名～

高級魚“金目鯛”の煮付けを
メインとしたプラン！
料理長秘伝の濃厚で甘辛い
熟成タレをたっぷりと絡ませ
てどうぞ

9,900円
10,900円

■お１人様あたりの組合員料金

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

１室２名～

１室２名～

9,800円
土・休前日と12/29 10,800円
お子様（小学生まで）全日 7,000円
平日

※10/14～11/18利用は1名様プラス500円（大人のみ）
妙高山といもり池（イメージ）

●いもり池（徒歩3分）赤・橙に染まった妙高山が
水面に映る様は絶景
（10月中旬）
●妙高高原スカイケーブル(車約15分)「錦秋のパ
ノラマ」
が楽しめます
（10月中旬）
●苗名滝（車約15分＋徒歩20分）
ダイナミックな滝
が紅葉の中から流れ落ちます
（10月下旬）
●高田城三重櫓（車約30分）秋に見られる赤のグ
ラデーションも見事（11月初旬）
●春日山神社（車約40分）紅葉は神明造の社殿に
も負けない美しさを見せます（11月初旬）

0255-86-2113

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 客室一部BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

長野県産牛のヒレステーキ
＆リブロース食べ放題の和
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
10/1～12/30／1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

KKR 諏訪湖荘
長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

料理（イメージ）

●ロビーに無料ソフトドリンクバー
●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・絵本コーナー
●無料ランドリー

●諏訪湖
（徒歩1分） ●諏訪大社（車20分）

0266-58-1259

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 客室一部BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

山梨県

甲府

甲府の四季を感じる贅沢なご夕食が魅力

山梨

ロマン街道プラン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食
平日
土・休前日

KKR 甲府ニュー芙蓉
山梨県甲府市塩部3-6-10

朝食は金沢カレーを含む
和洋のブッフェ
山梨県立美術館／芸術の森公園（イメージ）

12/30 富士御膳プラン
まで

1泊2食

平日
土･休前日

平日

9,450円
10,000円

★12月はお1人様あたり500円引

055-252-1327

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

雅会席プラン

KKR 平湯たから荘
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

平日
土・休前日

料理（イメージ）

新穂高ロープウェイ（イメージ）

0578-89-2626

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

★12/1～29利用はお1人様
1,000円引
★兼六園入園券（310円相当）
付

●11/8「カニ漁」解禁！
近江町市場へは徒歩5分

076-264-3261

KKR ホテル金沢
石川県金沢市大手町2-32

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

通常料金11,600円を10,300円での
特別謝恩プランです

特別謝恩

秋の巧味会席プラン

オープン記念特別プラン

KKR 下呂しらさぎ
岐阜県下呂市森1209

鳥羽

１泊２食
平日
土・休前日と
12/23～30

夕食は飛騨牛朴葉焼き会席

料理（イメージ）

●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●名古屋港水族館／名古屋ガーデ
ンふ頭
（車30分）

10/28～
12/30 ちゃんと朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～ 平日

KKR ホテル名古屋

10/1～10/31(10/7･8除く)／土・休
前日利用は1名様プラス1,000円／
リビング付ベッドルームは別料金
／電話予約限定／ 11月より通常
料金（メニューが変わります）

料理
（イメージ）

●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）

0576-25-5505

チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

三重2大ブランド
【松阪牛＋伊勢海老】
を味わうグルメプラン

松阪牛と伊勢海老得々プラン

■お１人様あたりの組合員料金

10,400円
11,900円

●1室2名様以上で名古屋城側
のお部屋をご用意
●アーリーチェックイン
（通常15:00→13:00）
●ワンドリンク無料券進呈
（夕食時に利用可）

１室１名～

10,300円
11,300円

飛騨牛もろ味噌焼き、合鴨と魚
介のきのこ深山鍋、サーモン丹
波焼き、
うなぎ養老蒸し、お楽し
み6種盛り八寸、お造り三種盛り
ほかの創作和食料理（全7品）

三重県

１室１名～

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

※10/6･7､11/3･4除く

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)

全室リニューアルオープンを記念して特別価格でご提供

10/28～12/30

14,100円
15,100円

★12/1～29利用はお1人様1,000円引

土・休前日

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

平日
1泊2食
1室1~3名 土･休前日

平日

10月28日リニューアル
全室シモンズ
ベッド

夕食プラン

１泊２食

16,800円
17,800円

●上高地の紅葉（10月中旬頃）
●新穂高ロープウェイ
（10月中旬～下旬）

名古屋

まで

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

最高級A5等級飛騨牛4品、季節
の前菜、海の幸お造り等、山海
季節の豪華飛騨牛会席コース
平湯温泉バスターミナル 無料
送迎
（要予約）
10/1～12/28／4日前まで要予約／1名様
プラス 1‚000 円でお部屋食可（限定3室）
／1名様プラス 1‚000 円で洋室利用可（ 1
日限定 1 室2名様、要電話予約）

愛知県

「のどぐろ」
付
12/29 石川名物

下呂温泉

みやび

兼六園
（イメージ）

10/1～12/29（10/6･7、11/3・4除く）

岐阜県

最高級和牛Ａ5等級飛騨牛が4品付！

■お１人様あたりの組合員料金

土・休前日

１室１～３名

土・休前日

甲府盆地は朝夕の寒暖の差が大きいので
紅葉の色づきも見事！ 昇仙峡や美術館など
甲府市内の秋景色も見どころ満載です

平日

秋の兼六園散策プラン

7,900円
8,900円

平日

6,000円

10/1～12/30／1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用可）
／トイレ付客室利用は1名様プラス
1,000円

１泊２食

兼六園
入園券付

１泊朝食付

10,450円
11,000円

奥飛騨

秋の見ごろを迎える兼六園を散策しませんか？

■お１人様あたりの組合員料金

甲州牛と新鮮な野菜を使用し
た
『四季彩膳』
をご用意

平湯温泉

金沢

１室２名～

お子様
（小学生） 全日

岐阜県

石川県

お味噌は天然醸造「八丁味噌」

6,800円

土･休前日

8,300円

052-201-3326

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

１室２名～

11,850円
13,350円

伊勢海老の姿造り(2名様で1尾)
と松阪牛の陶板焼き付の月替
わり会席
★朝食には
「伊勢海老のお味噌
汁」付

※1名様の場合、伊勢海老のお造りは盛
り込みでご提供、翌朝は普通のお味噌汁

JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎（要予約）
迎え15:40、16:40 送り9:30
10/1～12/30／トイレ無6畳／ト
イレ付客室利用は大人1名様プ
ラス1,000円／BT付客室利用
は大人1名様プラス2,000円

KKR 鳥羽いそぶえ荘
三重県鳥羽市安楽島町1075

料理
（イメージ）

●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（125社の総称）
～一年に一度
はお伊勢参り～
●鳥羽三女神めぐり
（伊射波神社・神明
神社・彦瀧神社）
●賢島エスパーニャクルーズ（伊勢志摩
サミット開催地）

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
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

滋賀県

琵琶湖

食欲の秋を満喫！3種類の会席で
びわこの秋をお届けします

秋の味覚会席宿泊プラン

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食 １室２名～
平日

金曜日

土・休前日

14,250円 15,250円 16,750円

10/1～12/28（10/6～8、11/2～26は別
料金のため要問合せ）／客室定員利用

KKR ホテルびわこ
滋賀県大津市下阪本1-1-1

奈良

紅葉ライトアップ
（11月中旬～下旬予定）
●日吉大社 ●西教寺 ●三井寺

077-578-2020

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

大阪府

森之宮

料理（イメージ）

平日
土・休前日

東大寺（イメージ）

0742-22-5582

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BTなし

秋の夜長を楽しく天空のレストランで
豪華な気分で夕食を・・・

減塩フレンチディナー付宿泊プラン

※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

10.11.12秋冬プラン

組合員限定

平日・日曜

1室1名

セミダブル

1室2名

クィーンダブル

1室2名

ツイン

1室2名

7,000円
5,000円
6,500円
7,000円

土・休前日

10,000円
6,000円
8,000円
8,500円

オプション 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）

●あべのハルカス
（電車含約30分）
（電車含約20分）
●なんばグランド花月
●USJ・海遊館（電車含約30分）

KKR ホテル梅田
大阪府大阪市北区堂山町4-1

和歌山県

白浜温泉

平日
土・休前日

塩分2g以下・夏野菜をふんだんに
減塩フレンチ（イメージ）
使った減塩フレンチディナー
★塩分3g以下の減塩会席に変更可
12/30
★通常の和食膳・洋食セットメニュー まで
健康一番朝食付プラン
にも変更可
1室2名～ 平日 6,500円 土･休前日 8,500円
※3日前までに要予約

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

大阪駅から徒歩8分、明るくゆとりのある客室

シングル

１泊２食

9,400円
11,400円

KKR ホテル大阪

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

客室
（イメージ）

06-6362-6800

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

紀州名物 高級魚『クエ』を
ご堪能いただけます

３種のクエ料理お試しプラン

■お１人様あたりの組合員料金

１室２名～

10/1～12/30（12/21～12/25除く）／1室1
名様（シングル）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）／1名様プラス1,000円でリ
ニューアル客室に変更可／電話予約限定

料理
（イメージ）

10/1～12/29（ 10/7・8、11/25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）

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

※10/1～11/4の土・休前日利用は1名様プラス2,000円

KKR 京都くに荘

１泊素泊まり

10/1～12/29

奈良県奈良市高畑大道町1224

15,150円 17,150円 19,150円

■お１人様あたりの組合員料金

大和牛ステーキをメインとし
た会席料理
★朝食には大和名物「茶がゆ」
（白ごはんに変更可）

KKR 奈良みかさ荘

10/7～11/10の平日 11/11・12の全日

紅葉ライトアップ
●知恩院(11/3～12/3) ●青蓮院門跡(11月中) ●金戒光明寺(11月中旬～下旬)
※京都市内各所の紅葉：色付き始め11月上旬、
見頃11月中旬～下旬

梅田

13,300円
14,300円
15,300円

●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）

10/1～6の平日

露天風呂（イメージ）

大阪府

１室２名～

10/20～11/30

１室１名～

平日

宝楽会席（イメージ）

■お１人様あたりの組合員料金

平日
（下記除く）

１泊２食

10/1～11/13／客室定員利用

大和牛会席プラン

土・休前日（下記除く）

秋・松茸会席プラン

秋の味覚松茸の味と香りを
存分にお楽しみください

日本庭園を眺めながら
不朽の名館にて会席をご堪能ください

１泊２食

秋の味覚の王様『松茸』を使用した秋季限定会席料理

■お１人様あたりの組合員料金
日～木曜

3種類の会席の中からご予約ください
●宝楽会席：松茸の土瓶蒸しや
秋鮭、
近江牛の朴葉焼きなど
●秋彩会席：茸と名残鱧の土瓶
蒸し、
蟹の吹き寄せ、
鴨鍋など
●秋風会席：焼物のロブスター
と甘鯛酒蒸し焼きなど
和室1室4名以上利用で鯛の
うす造りサービス
JR唐崎駅無料送迎
駅到着時にお電話ください

奈良県

京都府

京都

●大阪城公園はホテルの目の前
●あべのハルカス、通天閣、新
世界、USJ、海遊館
（いずれも電車30分圏内）

06-6941-1122

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

１室２名～

12,800円
13,800円

お子様（小学生まで） 全日

6,300円

3種のクエ料理（薄造り・唐揚げ・
小鍋）付の会席料理
★お子様はお子様定食
10/1～12/29／1室1名
様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／ト
イレ無客室利用は1名様
1,000円引

料理
（イメージ）

アドベンチャー
ワールド

（車15分）
1歳になった
子どものパンダ
「結浜」
に会える♪

KKR 白浜 美浜荘
和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

（イメージ）

0739-42-3383

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

兵庫県

城崎温泉

地元ブランドで和牛の元祖『但馬牛』を味わいつくす

但馬牛グルメプラン

１泊２食

13,900円 14,900円
10,900円 11,900円

人気の但馬牛を2つのコースで
ご提供
●但馬牛会席：但馬牛3種（炙り握り
寿司・しゃぶしゃぶ小鍋・ステーキ）ほ
かの和会席
●但馬牛しゃぶしゃぶ会席：但馬牛
しゃぶしゃぶ鍋のほか、海山の幸を取
り入れた和会席
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（平日の但馬牛会席のみ利
用可）／1名様プラス1,000円でトイ
レ付客室に変更可

山口県

城崎の名物「かに料理」
をご堪能ください！
●かにづくしコース

ずわいがに（イメージ）

（かにすき・焼きがに・
かに刺・雑炊）
※条件により料金変更あり
1泊2食15,900円～ ※他のかにコースもあり
※但馬牛グルメプランには
●かに御膳コース
「かに」
がつきません
（かに会席）
※詳細は施設へお問い合
1泊2食17,900円～ わせください

0796-32-2631

チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 客室一部T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

ふぐをとことん味わう本場山口で食す！！

極みの

ふくフルコースプラン

平日
土・休前日

17,000円
19,000円

KKR 山口あさくら
山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

土・休前日

土･休前日

6,900円

広島県広島市中区東白島町19-65

愛媛県

松山・道後温泉

人気のふぐ料理を黒毛和牛ステーキと一緒にご堪能ください

冬の味覚

ふくづくしの会席と
味彩牛のステーキプラン

冬の定番、例年好評をいただいております

美食ふぐ会席プラン

料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しは3人前です

１室２名～

14,800円
16,800円

ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ
唐揚げ等のふぐ会席
季節の食材「ふぐ」
を調理長が
丹念に調理します
露天風呂（イメージ）

10/1～12/29／1室
1名様利用はプラス
1,000円

KKR 道後ゆづき
愛媛県松山市岩崎町1-7-37

熊本

土・休前日

●駐車場料金無料
（通常1泊1,000円）
●ウェルカムドリンクをプレゼント

KKR ホテル博多

熊本県

平日

冬季限定のふぐ料理に大人気の
味彩牛ステーキ付の豪華会席

●博多
（車15分） ●天神
（車10分）

1名様プラス3,000円
で「厳選とらふぐ会
席」
に変更可

道後温泉に
「飛鳥乃湯泉」が新たに加わり、
「道後温泉本
館」
「椿の湯」
と合わせて3か所楽しめることになりました

１泊朝食付

14,900円
17,100円

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 客室一部BT付

089-941-2934

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
※別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします

朝食会場からも
「熊本城」
大天守閣を復元する
勇姿をご覧いただけます
※熊本弁でがんばるの意味

朝食付がまだすプラン

■お１人様あたりの組合員料金

１室１～３名（洋室）

10/1～12/25／1名様プラス
1,000円でリニューアルルーム
ご用意／2日前まで要予約

1泊朝食付 1室2名～ ※12/18除く

★エグゼクティブツインルーム
（約30㎡）
にご宿泊

082-221-3736

KKR ホテル広島

※別途、入湯税1泊あたり150円をお預かりします

■お１人様あたりの組合員料金

平日

5,900円

日本の自然百選「長門峡」の紅葉
（10月下旬～11月中旬）
約5.3㎞の遊歩道沿いに散策できます
（車40分）

長門峡（イメージ）

１泊２食

平日

土・休前日

10/1～12/29（10/7・8、12/22・
23・29利用は要問合せ）／3日
前まで要予約

博多

●広島城（徒歩5分） ●縮景園（徒歩10分）
●原爆ドーム・平和記念公園（路面電車15分）
●宮島・厳島神社（JR＋フェリー50分）

12/30まで 朝食バイキング付バリュープラン

平日

料理（イメージ） ※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です

料理
（イメージ）

10/1～12/30（12/18除く）／1室1
名様利用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）／トイレ無の客室
は1名様500円引／1名様プラス
1,000円でエグゼグティブツイン
に変更可／3日前まで要予約

１泊２食

１室２名～

ふく刺し・鉄皮、
ふく唐揚げ、
ふくヒレ酒、
ふくちり・雑炊の
ふぐフルコース

福岡県

夕食は、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)の計7種類から選択可

■お１人様あたりの組合員料金

■お１人様あたりの組合員料金
１泊２食

6,900円
7,400円

土・休前日
但馬牛会席（イメージ）

冬の味覚ずわいがにプラン

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

１室２名～

平日

11/6より販売開始!!

KKR 城崎 玄武

湯田温泉

選べる夕食プラン

２食付で
お気軽宿泊！

■お１人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 平日 10/1～11/5 11/6～12/28

但馬牛
しゃぶしゃぶ会席

夕食は7種類からお選びいただけます

広島

■お１人様あたりの組合員料金

但馬牛会席

広島県

料理（イメージ）

1泊朝食付

健やか朝食付プラン

平日
土･休前日

6,500円
8,600円

※詳しくは施設にお問い合わせください

092-521-1361

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00 全室BT付

１室１名～

7,300円
8,300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・飲むヨーグルト」付
★朝食のコーヒーは、カップで
お部屋までお持ちいただけます
駐車場料金無料（通常1泊500円）
10/1～12/30／1名様プラス
1,000円でお城側のお部屋に
変更可／電話予約限定

※お部屋のタイプにより料金が異な
りますので、
お問い合わせください

KKR ホテル熊本
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

朝食
（イメージ）

2016年10月、各フ
ロアデザイナーズ
ルーム、全客室リ
ニューアル、全室
シモンズベッドに
変更しました

客室
（イメージ）

096-355-0121

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

