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＋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

第908号（4）　令和2年12月10日（4）　令和2年12月10日

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
。

　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

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

自慢の温泉は
湯の川温泉でも珍しい
「源泉かけ流し」

9,800円～10,800円
●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）

四季御膳四季御膳四季御膳四季四季御季御御膳

四季御膳プラン北海道の旬を満喫♪

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

美味しい
朝食付プラン
1室2名～

季節の会席料理と源泉かけ流し温泉を堪能

北海道
川湯温泉

1泊２食 12・1・3・4月 2月
1室２名～
平日 8,330円 9,830円

KKRかわゆ

　　12/10～4/10（12/31～
1/3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1,500円

　　北海道なら
ではのお料理
食事 　　　　お1人様プラス1,500円

で飲み放題付（60分）
オプション

条件

3,830円～5,330円

4/30
まで

●渋谷（電車4分） 
●六本木（電車10分）
●新宿三丁目（電車12分）
※中目黒駅からの所要時間

ツインルームツインルーム

お得な添寝無料プラン

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131
緑に包まれた都心のビジネスホテル

全室大型液晶テレビ、CS5チャンネル無料放映中

東京都
中目黒

1泊サービス
朝食付 平日

1室2名
（ツイン） 7,000円

KKRホテル中目黒

　　12/19～3/31（12/31～1/1除く）／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円／1日限定5室／電話予約限定／3
日前までに要予約／他プランとの併用不可 
★2ベッド利用の2名様に同伴の小学生が添寝無料（通常1,600円）

　　和風朝食を無料サービス（7:00～9:00）食事
条件

蔵王温泉スキー場蔵王温泉スキー場

山形県山形市蔵王温泉904-8

023-694-9187
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

目の前のゲレンデでパウダースノーを満喫

山形県
蔵王温泉

1泊２食 宿泊日により

1室２名～ 9,100円～12,000円

KKR蔵王 白銀荘

　　12/10～3/31（12/29～1/3除く）／1室1名
様利用は要問合せ ／Tなし客室利用は割引あり
※冬季のみ土・日・祭日は駐車料金1台500円

　　旬の和食会席または生ラムジンギスカン（お肉
300g) ★冬の味覚汁物付（地元カラカラ汁、きりたんぽ汁、
寒鱈汁など） ★1名様プラス1,200円で蔵王牛小鍋会席（す
き焼きorしゃぶしゃぶ）に変更可（2日前まで要予約）

食事

条件

海の幸御膳海の幸御膳

絶品！海の幸御膳プラン

冬蔵王満喫プラン

お部屋食お部屋食

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484
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
1泊2食 1室1名～

★旬の素材をレストランでご用意

北海道ならではの新鮮なお刺身満載

北海道
函館･湯の川温泉

神奈川県
箱根

神奈川県
鎌倉

静岡県
伊豆・熱海温泉

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 13,800円 14,800円

KKRはこだて

　　12/10～2/28（12/30～1/3除く）

お造り、焼き物、鍋など、調理長が
厳選した海の幸

食事

条件 2/28
まで温泉

情報

敷地内から湧き出る
源泉を使用
★内風呂・露天風呂とも
　相模湾が一望できます

温泉
情報

※12/30～
　1/3除く

9,500円～11,500円
1泊2食 1室2名～

江ノ島
四季会席プラン

4/10
まで

※12/31～
　1/2除く

全山共通リフト券の宿泊者割引
1日券　5,000円 →4,800円　
2日券　9,600円 →9,000円　
★館内レンタルスキーあり

●ノルン水上スキー場（車15分）
●奥利根スノーパーク（車10分）
●宝台樹スキー場（車30分）
●たんばらスキーパーク（車60分）

カニの一輪焼きカニの一輪焼き

みなかみ贅沢プラン

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345
温泉＆白銀に包まれた静かな一軒宿

上州麦豚は、くせのない上州銘柄豚です

群馬県
水上温泉

1泊２食 1～3月 4月

1室２名～
全日 13,350円 14,650円

KKR水上 水明荘

　　1/4～4/28／1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）

　　●上州麦豚のしゃぶしゃぶ
●カニの一輪焼き など ★ソフトドリンク飲み放題付
食事

　　●伊勢海老のテルミドール 
●牛フィレ肉のステーキ･･･など
※3月は春のメニューに替わります

食事 　　モーニング
コーヒーをサービス
特典

条件

小学生（平日）

（添い寝）　　　　無料
（ベッド利用）5,600円

テルミドール（コース一例）テルミドール（コース一例）

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

045-621-9684
港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル

親子でフレンチ体験プラン
1泊2食 1室2名～
大人

懐かしの魚料理と王道の肉料理

神奈川県
横浜

1泊2食 1室2名～ 12月 3月1月・2月
平日

（山手側和室）14,900円 13,400円 14,400円

KKRポートヒル横浜

　　12/27～3/31（12/31～1/2除く）／土・休前日
利用は1名様プラス2,000円／海側和室・洋室ツイン
は要問合せ／1室3名様は割引あり／3日前まで要予約

条件 11,900円～
小学生 8,000円

12/27
～3/31

豪華フレンチディナー付プラン

※山手側和室利用時料金
※12/31～
　1/2除く
※12/31～
　1/2除く

　　お部屋でお造り、焼物、煮物、揚物、蒸物やデザートまで！ 
★夕食も朝食もお部屋までお運びします
食事

　　駐車場は宿泊日と翌日も終日無料！特典

お部屋食お部屋食

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710
江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

安心＆のんびりお過ごしいただけます

神奈川県
湘南
片瀬海岸

KKR江ノ島ニュー向洋

　　12/10～4/10（12/31～1/2
除く）／12/29・30利用は1名様プラ
ス4,500円

条件

夕食も朝食もお部屋でプラン

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
小さなお子様にお部屋で遊べるプレゼント付

南鎌倉の和風リゾートホテル
お子様にお部屋で遊屋で遊遊べるプべるプレゼンレゼント付ト

お部屋食プラン

KKR鎌倉わかみや 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321

屋内プール屋内プール

12,100円 16,600円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 8,000円 10,000円
1泊2食 平日 土・休前日と12/27・28、1/3

1室2名～
食事

　　12/10～4/10（12/29～
1/4除く）／お部屋食は和室限定

　　季節の会席料理をお部屋食で 
★1名様プラス4,000円で、金目鯛のしゃぶしゃぶと
黒毛和牛のステーキ付にグレードアップ可

条件

　　●屋内プール利用券付（小学生以上）
●お子様アメニティプレゼント
●未就学で添い寝のお子様は無料、ご飯＋ふり
かけサービス、折り紙と紙風船をプレゼント

特典

プール利用券付

●新江ノ島水族館
　（徒歩15分） 
●江の島
　（徒歩20分）

　　四季折々の食材を使用した創作料理食事

四季彩会席四季彩会席

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000
全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

海の恵みが堪能できる季節の和会席

KKRホテル熱海

　　12/10～2/28（12/13、
12/29～1/3、1/6・7・9・10・23
除く）／1室大人4名様利用はお1
人様1,000円引／1室1名様利用
はシングルルーム

条件

冬の四季彩プラン
14,000円 17,000円

1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～

熱海梅園
梅まつり
（1/9～3/7）

　　12/10～4/28（12/31～1/7除く）／5日
前の15時までに要予約

　　●金目鯛の握り寿司 ●伊勢海老の姿造り 
●鮑の石焼ステーキ ●金目鯛のかぶと煮 ●金目
鯛のしゃぶしゃぶ、など（全11品） ★朝食には「伊勢海
老のお味噌汁」付 ★同料金で『足柄牛会席プラン』に変更可

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉
海鮮三大グルメを6つの調理法でご堪能

相模湾会席プラン
1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

食事
※12/29・30、1/9・10利用はお1人様19,450円

条件

15,950円 18,450円

相模湾会席相模湾会席

木賀会席プラン
1泊2食 1室2名～
10,950円～14,450円

4/28まで
※12/31～1/2除く

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/09/kawayu-shikigozen-20200904.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/post-206.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/08/hakodate-uminosachi-20200828.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/08/hakodate-tokutoku-plan-20200828.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/zao-fuyu-mankitsu-20201127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/post-208.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/post-210.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/12/post-234.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/12/2-4.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/kamakura-pool-20201127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/10/enoshima-oheya-syoku-20201001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/enoshima-shiki-kaiseki-20201127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/08/miyanoshita-kaiseki-plan-20200831.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-167.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/10/post-204.html
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お子様（小学生まで） 全日　7,000円

伊豆の国パノラマパーク（車5分）
富士山と相模湾を一望できます

●沼津港深海水族館（車10分）
●三島スカイウォーク（車30分）

カニ・蛤とあしたか牛カニ・蛤とあしたか牛

静岡県伊豆の国市古奈82

055-948-0010
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

静岡県伊豆

94
静岡県伊

055-9
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

旬の食材を良い加減に焼いてお召し上がりいただきます

静岡県
伊豆長岡温泉

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 9,990円 10,990円

KKR伊豆長岡 千歳荘

　　12/10～4/10（12/26～1/3除く）／1名様プ
ラス1,500円で和洋室利用可（3名様以上）／3日前
までに要予約

　　タラバガニと蛤を焼いて自家製ソースで、
あしたか牛をステーキで召し上がる会席料理
食事

条件
五つ星会席五つ星会席

五ツ星★食材 五ツ星会席プランかに・蛤の美味しいプラン早春の旬早春の旬

伊勢三昧伊勢三昧 当ホテル
人気No.1
当ホテル
人気No.1

蟹会席蟹会席

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424
谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿

生ビール＆地酒＆ソフトドリンク飲み放題付

新潟県
越後湯沢温泉

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 12,600円 14,600円

KKR湯沢ゆきぐに

蟹がメインの会席料理
★お子様はお子様料理

食事

蟹会席プラン冬の新潟冬の新潟

静岡県沼津市志下192

055-931-0592
駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

豪華な食材を使用した当館最上級プラン

静岡県
沼津

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 15,550円 18,050円

1泊２食 平日 土・休前日と12/27～30

1室２名～ 12,350円 13,350円

KKR沼津はまゆう

　　12/10～1/31（12/26～1/3除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

　　●伊勢海老 ●あしたか牛 ●金目鯛 
●鮑 ●炊込御飯 の五ツ星がついた会席プラン
※伊勢海老は2人で1匹（1・3名様はおまかせ）

食事

条件

※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

京都府
京都

三重県
鳥羽

滋賀県
琵琶湖

岐阜県
平湯温泉

長野県
上諏訪

★1月の平日はお1人様500円引

　　生ビール＆地酒＆ソフトドリンク飲み放題付特典

　　夕食時にはワイン赤・白をサービス特典

1/11～3/30／2名様から利用可／1名様
プラス1,000円で風呂付和室利用可

条件 近隣スキー場リフト券お取扱いあり
※詳細は施設に要問合せ

　　A5ランク和牛の逸品＆旬の諏訪湖わかさ
ぎがメインの和風会席コース
食事

信州牛＆わかさぎ炭火焼信州牛＆わかさぎ炭火焼

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

0266-58-1259
畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

諏訪湖で
わかさぎ釣り体験付プラン
1泊2食～

10種類の無料ソフトドリンクバー付

KKR諏訪湖荘

　　12/10～2/28（12/31～1/3除く）／1室
1名様利用はプラス500円／Tなし和室／T付
客室利用は1名様プラス1,000円

条件

14,350円～

炭火焼きプラン

★夕食は信州牛すき焼コース
※12/31～
　1/3除く

A5信州牛＆諏訪湖わかさぎ

2/28
まで

●不老園（車10分）梅の開花
　時期のみ開園（2/1～3/15）
●桃の花の見頃
　（3月下旬～4月中旬）

甲州牛とワインビーフ甲州牛とワインビーフ

山梨の牛肉を食べ比べてみろし～

山梨県甲府市塩部3-6-10

055-252-1327
富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

この戦いのゴングを鳴らすのはあなたです

山梨県
甲府

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 10,850円 11,850円

KKR甲府ニュー芙蓉

　　12/15～4/10（12/31～1/3除く）／トイレ付客室利
用は1名様プラス1,000円／1室1名様は平日のみ利用可

　　山梨のブランド牛「甲州牛」と「ワインビーフ」
が対決!! お好みの焼き方でお楽しみください
★同料金で「川北調理長おまかせ会席膳」に変更可

食事

条件

　　12/10～3/31の木～月曜日（火・水曜
日と12/29～1/3除く）／1室1名様利用は
プラス2,000円（平日のみ利用可）／4日前
までに要予約

　　夕食はA5飛騨牛100gのステーキ重
など計5品をお部屋食で

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿
夕食も朝食もゆっくりとお部屋食

岐阜県
平湯温泉

部3-6-10

1327

　　夕食はA5飛騨牛100gのステーキ重
など計5品をお部屋食で

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな
夕食も夕食も朝食も朝食 ゆっくゆっ りとおりとお部屋食部屋食

A5飛騨牛ステーキ付豪華3段重プラン

KKR平湯たから荘 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626

食事

条件

豪華3段重豪華3段重

A5飛騨牛3種食べ比べプラン
1泊2食 1室2名～
※火・水曜日と12/29～1/3除く
★A5飛騨牛ステーキ（モモ・ヒレ・サーロイン）計200g付

22,200円
3/31
まで

うれしいうれしい
無料送迎付

1日8組限定のレストラン食

　　12/19～4/10（12/31～1/2
除く）／1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／T付8
畳利用は1名様プラス1,000円

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

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
三重県をまるごと堪能（伊勢海老・鮑・松阪牛）

三大グルメプラン

KKR鳥羽いそぶえ荘 三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226

食事

　　ふぐ料理コース ●てっさ（ふぐ刺し） 
●焼きふぐ ●ふぐ唐揚げ ●てっちり（鍋）
●〆の雑炊

食事

条件

1泊２食 平日 土・休前日
1室2名～
（T無6畳） 15,300円 16,800円

伊勢海老伊勢海老

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）

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル
当ホテル最高峰！ 絶品近江牛料理を満喫

近江牛極み会席プラン

KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020

　　近江牛料理（炙り寿司・陶板焼・しゃぶしゃぶ
orすきやき）と季節の逸品料理を堪能
食事
※金曜日利用はお1人様20,400円

　　12/10～1/31（12/27～1/3は別料金のため
要問合せ）／1室1名様利用はプラス1,000円（平日
のみ利用可）／客室定員利用

条件

近江牛極み会席近江牛極み会席

和室1室4名以上利用で
鯛のうす造りサービス

特典

　　お伊勢さん観光案内人無料ガイド付
毎日3回開催／10:00～ 11:30～ 13:30～
★ご案内は内宮宇治橋から正宮までの約45分

特典

1泊２食 日～木曜 土・休前日

1室２名～ 19,400円 22,200円

1泊２食 平日（木～月曜日） 土・休前日

1室２名～ 11,000円 12,000円

鴨川会席プラン
京会席スタンダード
1泊2食
11,800円～20,000円

2/28
まで　　12/10～2/28（12/31～1/3、2/24・25除

く）／土・休前日利用はプラス2,000円／3日前ま
でに要予約／客室定員で利用時の料金です ※別
途、京都市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

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
ぷりっぷりっのふぐで味覚満足

KKR京都くに荘 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

075-222-0092

条件

ふぐ料理コースふぐ料理コース

ふぐ料理コース冬の味覚冬の味覚
1泊２食 平日

1室1名～ 17,300円～24,500円

奈良県
奈良

11,300円～14,300円

鰻重or
大和牛ステーキ重プラン
1泊2食 1室2名～

　　みかさ荘自慢の「春日懐石」
★料理に合わせて取り揃えた奈良の地酒
から3種類を選べる利き酒セット付
※利き酒なしは1名様850円引

食事

　　12/10～1/31
（12/31～1/2除く）
／1室1名様利用は
プラス1,000円

条件

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
奈良の美食と地酒のマリアージュ

春日懐石利き酒プラン

KKR奈良みかさ荘 奈良県奈良市高畑大道町1224

0742-22-5582

春日懐石春日懐石

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

18,150円
19,150円 お部屋食

（5）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/
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/11/kofu-gyu-tabekurabe-20201127.html
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/10/post-201.html
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山口県
湯田温泉

和歌山県
白浜温泉

愛媛県
松山・道後温泉

兵庫県
城崎温泉

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 13,100円 14,100円~

大阪府
森之宮

ふぐ会席プラン
食事

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
冬の味覚「ふぐ料理」で舌鼓

KKRホテル大阪 大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122

ふぐ会席ふぐ会席

●あべのハルカス
　（電車20分）　
●ユニバーサルシティ・
　海遊館（電車30分）

土・休前日1泊2食 平日

1室2名（ツイン）16,900円 17,900円

　　●ふぐ刺し 
●ふぐの唐揚 ●
ふぐの紙鍋 など

　　1/9～3/19（平日の月曜日を除く）／シングル・
トリプル利用は要問合せ／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

条件

6,400円～7,900円

冬旅応援
大阪朝食付プラン
1室2名
（ツイン）

1/3～
4/30

12,100円～

イノブタしゃぶしゃぶ
食べ放題プラン
1泊2食 1室2名～

1/14
～3/31

“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
高級魚「クエ」料理をご堪能いただけます

KKR白浜 美浜荘 和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383

クエお試し会席クエお試し会席

アドベンチャーワールド（車10分）

　　●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 ★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：かに料理
の会席コース ●かにづくし：かにすき鍋・焼きが
に・かに刺し・雑炊・茹でがに姿盛り

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

1泊2食 1室2名～ 活けがに三昧
平日

（Tなし和室）

KKR城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631

食事 　　12/19～2/28（12/29～
1/3は特別料金のため要問合せ） 
※活けがに三昧は12/29～1/5除
外日／土・休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／ 1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可）／ T
付客室利用は1名様プラス1,000円

条件
30,400円

かに御膳

18,400円
かにづくし

16,400円

　　7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典

かにづくしかにづくし

冬の味覚プラン

スペシャル宿泊プラン
̶ 煌 きらめき ̶

　　12/10～2/28（12/29～1/3除く）／3
日前まで要予約 ※1/9・10、2/24利用は要問合せ

　　旬の食材を吟味し、料理長が腕により
をかけた最上級の特別コース

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判
新プラン登場 ̶ 大人の隠れ家、癒し、贅沢旅。

KKR山口あさくら 山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

食事 条件

1泊２食 平日 土曜日

1室２名～ 29,000円 31,000円 特別会席コース特別会席コース

敷地内から湧き出る自家源泉
アルカリ性単純硫黄温泉は
湯上りお肌スベスベ＆しっとり

　　12/20～3/31（12/28～1/5除く）

　　ふぐ刺し、ふぐのから揚げをはじめとした
ふぐの味覚を、厳選された「とらふぐ」のフルコ
ース会席でお楽しみください

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿
冬の定番ぜひお召し上がりください

KKR道後ゆづき 愛媛県松山市岩崎町1-7-37

089-941-2934

食事

条件

※写真のふぐ刺しは3人前です※写真のふぐ刺しは3人前です

●道後温泉本館（徒歩5分） ●松山城（電車10分）

厳選とらふぐ会席プラン

和歌山県
白浜温泉

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 13,100円 14,100円~

“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能でき
高級魚「クエ「ク 」料理」料 をご堪堪能いた能いただけまだけますす

KKR白浜 美浜荘 和歌山県西牟

0739

3種のクエ料理お試しプラン紀州名物紀州名物

　　クエ3種料理（薄造り・唐揚げ・小鍋）が
付いた会席料理
食事

　　1/14～3/31／T付8畳和室条件

　　大人お1人様につき、獺祭おためしセット
（磨き二割三分・磨き三割九分・45）
180ml×3本 化粧箱入りをプレゼント！！
※お食事処への持ち込みはご容赦ください

特典

土・休前日1泊2食 平日

1室2名～ 18,650円 20,650円

11,150円～14,650円
坊ちゃん会席プラン
1泊2食 1室1名～

4/27
まで※12/28～1/5除く

大阪府
梅田

12/10～1/31（12/31～1/1を
除く）

条件

1泊素泊まり 平日・日曜
クイーンダブル1室2名（1ベッド）
ハリウッドツイン1室2名（2ベッド） 5,100円

土・休前日

6,600円

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
地上300m! 日本一の超高層ビルから大阪の街を一望

あべのハルカス300
展望台チケット引換券付プラン

KKRホテル梅田 大阪府大阪市北区堂山町4-1

06-6362-6800

あべのハルカスあべのハルカス

　　あべのハルカス300展望台
チケット引換券付  (1,500円相当)
※現地で入場券との引き換えが必要となります

特典 ファミリー朝食付プラン1室2名（ツイン）
5,350円平日 6,850円土・休前日

※12/31～1/1利用は別料金のため要問合せ
※他の部屋タイプもあります

3/31
まで

＋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
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　 大人お1人様につき、獺祭おためしセット
（磨き二割三分・磨き三割九分・45）
180ml×3本 化粧箱入りを
※お食事処への持ち込みはご容

特典
温泉
情報

九分・45）
をプレゼント！！
容赦ください

31（12/28～1/5除く）

歩5分） 歩5分）歩5分）●●●

坊ちゃん会席プラン
1泊2食 1室1名～ まで※12/28～1/5除く

歩歩歩 ●●● 0松山城（電車10松山城（電車10松山城（電車100分）0分）0分） 11,150円～14,650円
1泊2食 1室1名 ※12/28 1/5除く

▲UP
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