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　　バス停（木賀温泉入口・ホテ
ル前）から無料送迎（到着時にお
電話ください）

小学生（添い寝）　 無料

（4）
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は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）うれしいうれしい
無料送迎付

　　旬の味覚を使った和食料理 ★1名様プラス
2,000円でお部屋食『美食会席プラン』に変更可
食事

　　4/1～6/30（4/29～5/5は別料金の
ため要問合せ）／土・休前日利用は1名様プ
ラス1,000円 ★3月利用の得々プランもござい
ます（要問合せ）

10,300円9,800円

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484KKRはこだて

函館は北海道の玄関口（新幹線・JR・飛行機・フェリー）

条件

1泊2食 1室2名～ 4月 5月

平日

五稜郭公園の桜五稜郭公園の桜

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

お手軽満喫得々プラン

朝食は和食
ビュッフェ
を無料サー
ビス（7:00
～9:00）

食事

　　ベッド利用2名
様に同伴の小学生の
お子様は添い寝無料

　　3/10～4/10／3日前
までの電話予約限定／他の
プランとの併用不可

5,600円
7,000円

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131KKRホテル中目黒

東京観光の拠点にぴったり

条件

1泊サービス朝食付

1室2名（ツイン）

小学生（ベッド利用）

全日

●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) ●上
野（電車35分） ※中目黒駅からの所要時間

●硫黄山（車5分） ●神秘の摩周湖（車30分） 
●天下の絶景美幌峠（車45分）

●3か所の共同浴場で外湯
めぐり（無料券あり） ●蔵王
中央ロープウェイ（徒歩1分）

●諏訪峡（車10分）
●谷川岳ロープウェイ
　（バス20分）

●函館夜景観光バス（当日予約ＯＫ） ●五稜郭
公園の桜（例年の見頃 4月下旬～5月上旬）

ツインルーム　ツインルーム　

緑に包まれた都心のビジネスホテル
小学生添寝無料

お子様添い寝無料プラン

特典

北海道北海道
川湯温泉川湯温泉

北海道北海道
函館･湯の川温泉函館･湯の川温泉

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理食事

　　3/10～5/31／1室1名様利用はプラス
1,500円／2日前まで要予約

※4/25～5/5利用は1名様プラス2,000円
11,330円
10,830円

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643KKRかわゆ

是非召し上がっていただきたい
特別メニュー

条件

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

和の味覚会席和の味覚会席

効能豊かな北の名湯100％かけ流し効能豊かな北の名湯100％かけ流し

和の味覚会席プラン

山形県山形県
蔵王温泉蔵王温泉

群馬県群馬県
水上温泉水上温泉

中目黒中目黒

　　霜降り米沢牛朴葉
焼とカナダ産オマール海
老と春野菜の香草焼きの
2品を加えた会席膳

食事

山形県山形市蔵王温泉904-8

023-694-9187KKR蔵王 白銀荘

天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！

　　3/10～6/30／1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

条件

春の特選会席膳春の特選会席膳

ゲレンデが目の前★ロープウェイまで徒歩1分！

米沢牛朴葉焼とオマール海老香草焼きの
春特選プラン

14,450円12,750円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

お肉もお野菜もた
っぷり！赤城山麓
牛をしゃぶしゃぶ
にてご用意

食事 　　3/10～6/30／1室1名様
利用はプラス1,000円（平日の
み利用可） ★4/29～5/5は特別プ
ランをご用意（要問合せ）

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345KKR水上 水明荘

美味しさ、ボリュームとも満足

条件

温泉でゆっくり＆新緑に包まれた静かな一軒宿

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

赤城山麓牛
しゃぶしゃぶ鍋プラン

東京都東京都

　　夕食の一例は、●プティオードブル ●牛フィ
レ肉のポワレ ●季節の果実とプティケーキ など
食事

モーニング
コーヒーを
サービス

　　4/1～6/30／1室3～4名様利用、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 ※3月の料金はお問い合わせください

13,700円11,700円

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

045-621-9684KKRポートヒル横浜

シェフのおすすめコースと横浜の夜景を満喫

条件

1泊2食 平日 土・休前日と4/1～4、4/25～5/1

1室2名～

ホテルからの夜景ホテルからの夜景

港の見える丘公園の一角に位置するホテル
KKR3月号特別料金

カジュアルフレンチ夕食付プラン
特典

横浜横浜
神奈川県神奈川県

神奈川県神奈川県
鎌倉鎌倉

　　わかみや自慢の特選
会席 ★1名様プラス1,000円
でお部屋食に変更可（和室限
定） ★1名様プラス2,000円
でグルメ会席に変更可

食事

　　4/1～5/31 ※3月の料
金はお問い合わせください

14,800円

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321KKR鎌倉わかみや

江ノ電1日乗車券＆おみやげ処割引券

条件

江ノ電でめぐる
春の鎌倉物語 特選会席プラン
1泊2食

平日

15,600円土・休前日

1室2名～

鎌倉大仏、長谷寺（江ノ電でひと駅）

特選会席特選会席

江の島江の島

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

　　●江ノ電1日乗車券「のりおりくん」付（大人
650円相当） ●おみやげ処割引券付（500円券1部
屋に１枚） ●小学生未満で添い寝のお子様無料（夕・
朝食ご飯＋ふりかけサービス、お子様アメニティ付）

特典

神奈川県神奈川県
湘南
片瀬海岸
湘南
片瀬海岸

新鮮な魚介類をふんだんに使った
和風会席

食事

　　3/10～6/30／1室1名様利用はプラス1,000
円／1室4名様以上はお1人様500円引、6畳利用はお
1人様500円引／BT付客室は1名様プラス1,000円

11,500円9,500円

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710KKR江ノ島ニュー向洋

さわやかな春♪ようこそ春の江ノ島へ

条件

江ノ島四季会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

新江ノ島水族館
（徒歩15分）

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

　　駐車場は
宿泊日と翌日
も終日無料！

特典

※3/25～3/31と4/29～5/1利用は1名様プラス1,000円 
※5/2～5/5利用は1名様プラス4,500円

神奈川県神奈川県
箱根箱根 KKR宮の下

12,350円
8,850円

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

極上の味覚を箱根で愉しむグルメプラン

木賀会席プラン
1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

木賀会席　※月替わりのため一例です木賀会席　※月替わりのため一例です

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

　　彩り豊かな山海味覚の創作会席食事

　　3/10～4/30 
★1名様プラス5,000円で半露天風呂付客室に変更可 
※3月20日エレベーター復旧（予定）

条件

KKR3月号
平日特別料金

通常10,950円→

うれしいうれしい
無料送迎付

静岡県静岡県
伊豆・熱海温泉伊豆・熱海温泉

　　●伊勢海老のお
造り ●鮑の陶板焼き 
●金目鯛の煮付け（切
り身）ほか（全8品）

食事

20,700円
17,700円

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000KKRホテル熱海

熱海豪華スペシャル会席！

　　3/10～4/28（3/20・
21、4/18除く）／1室3名様利
用はお1人様500円引／1室4
名様以上はお1人様1,500円
引 ※1名様利用はシングルルーム

条件

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン
1泊2食

平日

土・休前日

1室1名～

スペシャル会席スペシャル会席

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

12,300円
11,300円

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

★3月利用はお1人様300
円引  ※4/28～5/5利用
はお1人様14,300円 
※6/20・27利用はお1人
様13,300円

※5/2～5利用はお1人様14,200円

※4/29～5/5利用はお1人様18,700円

1泊朝食付プラン
1室2名～（平日）

4/1～
6/30

8,200円～10,200円

送迎
敷地内から湧き出る
源泉かけ流しの
露天風呂から
相模湾が一望

エステサロン・手もみ処エステサロン・手もみ処
チェックイン当日にご予約
できる癒しのサロン
営業時間 13:00～22:00
　　　　 （最終受付21:00）

今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/02/post-153.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/02/hakodate-otegaru-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/02/zao-harutokusen-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/minakami-syabusyabu-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/nakameguro-soinemuryou-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/yokohama-casualfranchplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/02/yokohama-free-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/kamakura-tokusen-kaiseki-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/enoshima-kaiseki-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/miyanoshita-kigakaiseki-plan-20191001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/atami-specialkaiseki-plan.html
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※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（消費税込）の料金です　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」とお伝えください）
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日、祝日の前日と祝日の金曜日を指します　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり

三重県三重県
鳥羽鳥羽

　　地元食材を使用した会席料理

※小学生は全日7,500円（お子様ランチ）、
中学生は全日10,000円（大人料理）
食事

　　3/10～6/30（4/25～5/6除く）
／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

三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226KKR鳥羽いそぶえ荘

鳥羽水族館入場券（大人2,500円相当）付のお得なプラン

条件

春のファミリー＆カップルプラン

鳥羽水族館鳥羽水族館（車10分）

アドベンチャー

　　 ワールド（車1
0分）

アドベンチャー

　　 ワールド（車1
0分）

アドベンチャー

　　 ワールド（車1
0分）

アドベンチャー

　　 ワールド（車1
0分）

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の食を堪能

12,800円11,300円
1泊2食 平日 土・休前日
1室2名～
（6畳）

和歌山県和歌山県
白浜温泉白浜温泉

12,100円～11,100円～
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

お1人様に1個・鮑と鮮魚のお造りをご用意
※お子様はお子様定食

食事

3/10～6/30（5/2～5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

条件

四季めぐり会席プラン

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383KKR白浜 美浜荘
“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

南紀白浜へ6頭のパンダファミリーを見に行こう

上諏訪上諏訪

長野県産長野県産

　　長野県産の牛ヒレステーキ＆
リブロースが食べ放題
食事

　　3/10～4/27／1室1名様利用はプラス
500円／T付客室利用は1名様プラス1,000円

11,350円10,350円

0266-58-1259KKR諏訪湖荘

信州郷土料理ビュッフェ＆ソフトドリンクバー付

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～
牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

※4/1～17の平日利用はお1人様10,850円
※4/4・11・18利用はお1人様11,850円

静岡県静岡県
伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉

オリーブオイルでヘルシーに仕上げた
冬の魚(とと)香草焼きの付いた会席料理

※3/20・21は平日料金にプラス2,000円
食事

3/10～4/30／1名様プラス1,500円で
和洋室利用可（3名様以上）

10,990円9,990円

静岡県伊豆の国市古奈82

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

静岡県沼津市志下192

055-948-0010KKR伊豆長岡 千歳荘

料理長が選んだ魚（とと）1尾を包み焼きに

条件

冬の魚で香草焼きプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●伊豆の国パノラマパーク（車5分）
●三島スカイウォーク（車30分）

魚香草焼き会席魚香草焼き会席

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

とと

静岡県静岡県

長野県長野県

沼津沼津

大好評大好評

A5
飛騨牛
A5
飛騨牛

　　お寿司を含
むお造り7種盛
をメインとした
会席料理

食事

　　3/10～4/24／1室1名
様利用はプラス1,000円（平
日のみ利用可）

※3/20・21利用はお1人様
15,050円 ※3/22～3/31
の平日・日曜利用はお1人
様12,550円 ★4月の平日
利用はお1人様500円引

14,050円
11,550円

055-931-0592KKR沼津はまゆう

目でも舌でも愉しめる創作会席

条件

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

●沼津港深海水族館（車10分）
●三島スカイウォーク（車20分）

刺身七種盛付会席刺身七種盛付会席

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

刺身七種盛付

　 お寿司を含
むお造り7種盛
をメインとした
会席料理

食事

3/10 4/24／1室1名
お1人様
～3/31

,050円
,550円

も愉しめる創作会席

条件

室2名～

湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温

刺身七種種種種種盛盛付付付付付付
会席プラン

岐阜県岐阜県
平湯温泉平湯温泉

うれしいうれしい
無料送迎付

　　A5飛騨牛サーロ
イン・リブロース・ラ
ンプ肉の3種を様々な
味付けで食べ比べ！

食事

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626KKR平湯たから荘

期間限定！ 超お得なプランをご案内
敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

　　3/10～3/31／1室
1名様はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／3日
前まで要予約

条件

A5飛騨牛ステーキ3種A5飛騨牛ステーキ3種

３種ステーキ
食べ比べプラン

水上温泉水上温泉石川県石川県

金澤フレンチプラン
1泊2食9,500円～12,000円

　　朝食は和洋
のブッフェ
★北陸の高級魚「の
どぐろ」もお茶漬け
でご用意 ※添い寝
のお子様の朝食料
金900円（小学生）

食事

　　 3/10～4/28（3/20・21除く） ※別途、
金沢市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

9,100円
8,100円

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261KKRホテル金沢

条件

1泊朝食付

平日

土・休前日

1室1～3名

朝食会場朝食会場

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

大人1名様につきお子様
（小学生）1名添寝無料
（通常2,000円）

特典

冬・春休みお子様歓迎プラン

※3/20•２１除く

水上温泉水石石上石川川石石石石石石石石川

　 朝食は和洋
のブッフェ
★北陸の高級魚「の

食事

8,100円

石川県金沢市大

076-264KKRホテル金沢

1泊朝食付

平日

1室1～3名

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

冬冬・春春春休休みお子様様歓迎プラン
主要観光地が徒歩圏内、和室・ファミリー利用のお部屋あり

4/28まで

松坂牛陶板焼きと
伊勢海老の姿造りプラン
1泊2食 1室2名～（6畳）
平日13,300円 土・休前日14,800円

6/30
まで

敷地内から湧く源泉を
たっぷりかけ流しの露天風呂
入浴時間：15:00～翌朝10:00
★家族風呂も貸切無料！

岐阜県岐阜県
下呂温泉下呂温泉

　　 飛騨牛の希少部位を調理長厳選の
調理法で仕上げた飛騨牛四種盛りをメイ
ンに季節の食材を使用した献立（全6品）

食事

　　  3/10～4/28／土・休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／リビング付ツインルームは別料金

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505KKR下呂しらさぎ

この夏 栄光を摑み取れ!

条件

13,200円
1泊2食 平日

1室1名～

飛騨牛希少部位4種盛り　
※2名様盛合せイメージ
飛騨牛希少部位4種盛り　
※2名様盛合せイメージ

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

飛騨牛希少部位
4種盛り会席プラン

愛知県愛知県
名古屋名古屋

　　名古屋城を眺めながら
和洋朝食バイキング
食事

　　3/10～4/5／1室2名様以上で
名古屋城側客室

7,800円
6,800円

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326KKRホテル名古屋

本丸御殿に金シャチ横丁、新名所をゆっくり観光

条件

1泊朝食付

平日

土・休前日

1室1名～

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

さわやか朝食付プラン

●金シャチ横丁（徒歩5分） ●本丸御殿（徒歩5分）
●名古屋港水族館（地下鉄30分）

本丸御殿本丸御殿朝食会場朝食会場

お子様（小学生まで）　　　　 全日　6,500円～

★フロントにて入園チケット販売中
★★

★
★★

全力応援
宿泊割引
全力応援
宿泊割引

通常15,200円→

※チケット付ではありません

電話予約限定　　　　　　 ご予約時
「全力応援宿泊割引」とお伝えください

（5）今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索
＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

高島城公園の桜（例年4月上旬）

　　A4等級甲州牛ローストビーフと旬の
かつおとのコラボレーション
食事

　　夕食時ワイン無料サービス特典

　　3/10～4/30／T付客室利用
は1名様プラス1,500円／1室1名
様は平日のみ利用可

11,850円10,850円

055-252-1327KKR甲府ニュー芙蓉

条件

平日 土・休前日

1室2名～

13,900円12,900円
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～

ローストビーフローストビーフ　 A4等級甲州牛ローストビーフと旬の
かつおとのコラボレ ション
食事

11,850円10,850円

055-25KKR甲府ニュー芙蓉

平日 土・休前日

1室2名～

ローストビーフローストビービーフ

甲州牛ローストビーフと旬のかつおプラン

山梨県甲府市塩部3-6-10山梨県山梨県

●身延山久遠寺のしだれ桜
　（例年3月下旬～4月上旬）
●桃源郷春まつり（3/29～4/12）

https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/izu-toto-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/numazu-kaiseki-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/suwako-tabehoudai-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/kofu-roastbeef-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kanazawa-kangei-plan-21091127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/post-141.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/hirayu-tabekurabe-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/01/gero-hidagyu-kaiseki-20200128.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/nagoya-sawayaka-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/toba-family-couple-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/toba-matsuzakaushi-iseebi-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/sirahama-shikimeguri-20200228.html
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愛媛県愛媛県
松山・道後温泉松山・道後温泉

　　瀬戸内と宇和島近海でとれた新鮮な海の
幸や四国の山の幸をふんだんに使用したお料理
食事

　　3/10～6/30（4/29～5/5除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平日の
み利用可） ★4/29～5/5は1泊2食16,450円
で特別プランをご用意（要問合せ）

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

089-941-2934KKR道後ゆづき

いで湯とお城と浪漫漂う文学の街松山

条件

坊ちゃん会席プラン

道後温泉本館（徒歩10分）
プロジェクションマッピング
道後温泉×ネイキッドMESSAGE -火の鳥、到来- 
毎日 19:00～21:30 開催中（観覧無料）

坊ちゃん会席坊ちゃん会席

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

福岡県福岡県
博多博多

特典 滞在中の駐車場
料金無料

和洋バイキング
のご朝食

食事

　　4/1～6/30／1日限定5室 
※別途、福岡市宿泊税（1泊あたり200円）を
お預かりします

8,600円6,500円

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361KKRホテル博多

1日の始まりは美味しい朝食で

条件

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1名～

太宰府天満宮／飛梅太宰府天満宮／飛梅

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

健やか朝食付プラン

大阪府大阪府

　　3/10～4/30（3/20・21・28は特
別料金のため要問合せ）／土・休前日利
用は1名様プラス2,000円

★小学生は1,300円引（4月以降1,400円引）

7,600円

大阪府大阪市北区堂山町4-1

06-6362-6800KKRホテル梅田
合
員
料
金
で
す
。
●
全
て
の
施
設

大阪阪阪大大大大大大大大阪阪府

7 600円

大阪府大阪市

06-6KKRホテル梅田

大人2,600円（4月以降２,800円）のOSAKA海遊きっぷ付
　　　　　　　(入館券＋メトロ1日乗車券) 

条件

海遊館プラン
1泊素泊まり
1室2名

3月末までの
平日・日曜

7,800円4月以降の
平日・日曜

クイーンダブル(1ベッド)
ハリウッドツイン(2ベッド)

13,300円
1泊2食 平日

14,300円
土・休前日

1室2名～

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

ファミリープラン
平日
1泊素泊まり　ハリウッドツイン（1室2名）

5,000円
土・休前日7,000円

4/30まで

　　●お子様にプチプレゼント ●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（お1人様1本）

特典
　　●和 馬刺し＋郷土料理  ●洋 赤牛の
ステーキ ●中 太平燕（タイピエン） 
※グループは同一メニューをお選びください

食事

　　3/10～6/30／城側客室利用は1名様
プラス1,000円（2名様～）／シングル利用
はプラス500円／電話予約限定

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

096-355-0121

今話題の熊本の「赤」郷土食材を使用

条件

13,500円12,500円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

朝食付がまだすプラン
1室2名～
平日

※熊本弁で
がんばるの
意味(通年プランです)

7,900円～土・休前日8,900円～

院4-21-1

1361

　 ●お子様にプチプレゼント●滞在中の
駐車 金無 白川水 「
特典

●●●馬刺し＋郷土
ステーキ ●●●太平燕（タ
※グル プは同 メニ

食事

熊本県熊本市

0

今話題の熊本の「赤」郷土食材を使用

13,500円12,500円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

分分分分分分分分熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩徒歩7分徒歩7分分分分7分

くまもとの「赤」えらべるコース3プラン
選べるコース3種選べるコース3種

滋賀県滋賀県
琵琶湖琵琶湖

京都府京都府
京都京都

　　夕食は旬の素材を使用した京会席食事

　　3/10～5/31／土・休前日利用は1名様プ
ラス2,000円／客室定員利用時料金 ※別途、京
都市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

12,800円

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

075-222-0092KKR京都くに荘

お値打ち京会席スタンダードコース

条件

鴨川会席プラン
1泊2食 1室1名～

3/10～13、4/19～5/1、
5/6～8

13,800円3/14～19、4/12～18

16,000円3/20～23、4/9～11、
5/5・9～31

18,000円3/24～4/8、5/2～4

平日

鴨川会席鴨川会席

鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

　　●湖西路会席（鮑の陶板焼き
他） ●桜鯛会席 ●旬のたけのこ会
席（4月中旬頃）からお選びくださ
い ★1名様プラス5,000円で『春の至福
会席プラン』に変更可 ※旬のたけのこ会
席・春の至福会席は仕入れ状況によりプラ
ン日程を変更する場合あり

食事

滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020KKRホテルびわこ

びわこ一望の露天風呂で一足先に春を満喫

　　3/10～4/30／客室定員利
用時料金 ※4/1以降の料金は要問合せ
条件

選べる3会席宿泊プラン
14,400円～18,700円

1泊2食

3月

1室2名～

旬のたけのこ会席旬のたけのこ会席

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

　　和室1室
大人4名様以上
利用で鯛の薄
造りサービス

特典

※詳細は直接施設にお問い合わせください

4/6チェックアウトまで
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）と併用可能明智光秀ゆかりの地「坂本」

旧竹林院・滋賀院門跡・日吉大社・
西教寺など（車10～15分）

春の味覚春の味覚 京会席京会席

海遊館（電車含む25分）海遊館（電車含む25分）

※3/20・21・28は特別料金
のため要問合せ ※他の客室
タイプもあります（要問合せ）

大阪府大阪府
森之宮森之宮

　　夕食は季節御膳食事

11,800円9,800円

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122KKRホテル大阪

大阪城を目の前に豪華な気分で夕食を

　　3/10～6/30（4/23除く）／シングル・
トリプル利用は要問合せ／大阪城側客室利
用は1名様プラス500円 ※1泊9,020円以上の
場合は別途、大阪府宿泊税を100円お預かりします

※3/28と5/3利用はお1人様12,800円 
※5/2利用はお1人様13,800円
条件

ホテル大阪自慢の2食付プラン
1泊2食 平日 土・休前日と3/29～4/3

1室2名 ホテル外観ホテル外観

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

6/30
まで

1泊朝食付 1室2名
平日7,400円土・休前日9,400円
※5/2は11,400円、3/28と5/3は10,400円

春旅大阪：朝食プラン

奈良県奈良県
奈良奈良

大和牛ステーキがメインの会席料理食事

3/10～6/30／1室1名様利用は
プラス1,000円

※4/28～5/5利用はお1人様15,300円

奈良県奈良市高畑大道町1224

0742-22-5582KKR奈良みかさ荘

新緑の日本庭園を眺めながらお召し上がりください

条件

大和牛会席プラン

大和牛会席大和牛会席

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

●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（徒歩15分）

福岡PayPayドーム・福岡タワーほか、
ベイエリア、イベント会場へのアクセス良好

18,650円
1泊2食 平日

20,650円
土・休前日

1室2名～ 11,150円
1泊2食 平日

13,650円
土・休前日

1室2名～

山口県山口県
湯田温泉湯田温泉

ふくヒレ酒、ふく刺し、ふく唐揚、
ふくチリ、ふく雑炊 など（全9品）

食事

　　3/10～4/30（3/20・21、4/28は特別
料金のため要問合せ)／3日前まで要予約

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268KKR山口あさくら

いま大ヒット中のプランです

条件

ふくフルコースプラン

※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です※写真のふぐ刺しとふぐちりは4人前です

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

兵庫県兵庫県
城崎温泉城崎温泉

特典

　　●かにすき鍋 ●焼がに ●かに
刺し ●雑炊 ★1名様プラス2,000円でか
にの会席コース「かに御膳プラン」に変更可

食事

　　3/10～3/31／土・休前日利用、
1室1名様利用（平日のみ）、T付客室
利用はそれぞれ1名様プラス1,000円

16,400円

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631KKR城崎 玄武

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

条件

　　城崎7つの外湯の無料券プレゼント

かにづくしプラン
1泊2食 平日

1室2名～
（Tなし和室）

※写真のかにすき鍋と焼がには2人前です※写真のかにすき鍋と焼がには2人前です

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

冬の味覚冬の味覚

敷地内から湧く湯量豊富な
自家源泉の庭園露天風呂を満喫

4/1～
6/30

1泊2食 
1室2名

平日9,200円土・休前日12,200円
※シングル・トリプル利用は要問合せ

※月曜日除く糸島豚とあか牛の
手ごねハンバーグセットプラン

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

瑠璃光寺、一の坂川一帯に広がる桜が
きれいです（例年3月下旬～4月上旬）

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/biwako-3kaiseki-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/kyoto-kamogawa-kaiseki-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/01/post-152.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/umeda-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/osaka-ziman2syoku-plan-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/03/osaka-harutabi-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/nara-yamatogyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/12/post-150.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/yamaguchi-torahuku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/post-147.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/hakata-sukoyaka-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/02/hakata-hamburg-set-20200228.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kumamoto-eraberu-3course-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kumamoto-gamadasu-plan.html
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