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●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︒

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

＋入湯税
北海道

KKRかわゆ

川湯温泉

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

香り、食感、風味をお楽しみいただけます

平日

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理
12/10〜3/31
（12/31〜1/1除 く）
／2月 利
用は1名様プラス1,500円／1室1名様利用はプ
ラス1,000円／1室3名様以上はお1人様1,000
円引
山形県

温泉
情報

北の名湯！ 源泉100％
かけ流し温泉
（硫黄泉）

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

ゲレンデが目の前、パウダースノースキーを満喫！
1泊2食

12月・3月の平日
1月の平日と12月・3月の土・休前日
1月の土・休前日と2月の全日
条件

全山共通リフト券の宿泊者割引

1日券 5,500円 → 5,000円
2日券 10,800円 → 10,000円

★館内レンタルスキーあり
★お子様用スキー用具一式無料レンタル実施中

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131

神奈川県

条件 12/10〜2/28
（12/31〜1/1 除く）
／
電話予約限定／他のプラン特典との併用不可

神奈川県逗子市新宿3-2-26

046-871-2042

リンパマッサージやリフレクソロジーを
始めました ※施術内容や予約可能な日時は
施設にお問合せください

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710

江ノ島イルミネーション「湘南の宝石」をじっくりと

1室2名〜

KKRポートヒル横浜

全日

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

お子様に

平日

土・休前日

11,600円 13,600円

神奈川県

鎌倉

KKR鎌倉わかみや

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

夕食付のお子
付
歴史＆絶景スポットめぐりプラン「鎌倉
キッズパフェ」
平日

土・休前日

12,100円 15,600円

特典 ●江ノ電一日乗車券
「のりおりくん」
付
（大
人 650 円相当）
●未就学で食事なし・添い寝の
お子様は、宿泊無料、ご飯＋ふりかけサービス、
紙風船と折り紙＆アメニティプレゼント 条件 12/10〜4/9（12/29〜1/3 除く）

神奈川県

箱根

KKR宮の下

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

箱根の主要観光施設が車・バスで30分圏内

1泊2食

関東三大イルミネーション認定
「湘南の宝石」
（2/28 まで開催中）

様限定

★1 名様プラス 1,000 円でお部屋食に変更可

1室2名〜

4,600円

朝食は安心のお部屋食で提供
特典 駐車場無料＆荷物預かり可
条件 12/10〜2/28
（12/29〜1/3除く）
／
1室1名様利用、
BT付和室利用はプラス1,000円

全日 8,600円

●大人の夕食は月替わりのカジ 特典 モーニングコーヒーをサービス
ュアルフレンチ●お子様の夕食は「ヨ 条件 12/10〜3/31
（指定日を除く）
／山側
※朝食はレストラ 和室利用時料金／海側和室･洋室ツイン利
コハマ宝島プレート」
ンで和食御膳
（お子様も同じ料理）
用は要問合せ／ 3日前まで要予約

相模湾贅沢会席プラン

土・休前日と12/26〜28

7,500円 9,500円

うれしい
無料送迎付

横浜

超贅沢で豪華な会席プラン

お気軽な朝食付プラン

お子様（3歳〜小学生）

神奈川県

●ノルン水上スキー場（車15分）
●宝台樹スキー場（車30分）

月替わりの会席料理

松汀園リフレッシュプラン

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

平日

※お子様のリフト券はフロントでお買い
求めください

1室2名〜

1泊2食＋施術約60分（平日）10,980円〜

KKR江ノ島ニュー向洋

1泊朝食付

全日 7,100円

大人は和会席膳、
お子様はお子様料理
条件 1/4〜3/20 ／1 室 1 名 様 利 用
はプラス 1,000 円（平日のみ利用可） 選べるスキーリフト1日券付（大人4,000円相当）

1泊2食

11,080円 13,080円

お部屋食

土・休前日

15,650円 17,650円

江ノ電で

土・休前日

葉山牛サーロイン陶板焼きと旬菜
お造りが付いた会席料理
特典 駐車場無料＆荷物預かり可
条件 12/10〜2/28
（12/28〜1/3 除く）

湘南･
片瀬海岸

0278-72-2345

春の鎌倉！江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付

葉山牛付会席コース

※2/11 利用はお 1 人様 14,080 円

神奈川県

平日

お子様（小学生まで）

古都鎌倉や三浦半島をゆっくりめぐる湘南の旅

1室2名〜

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

白銀に包まれた静かな一軒宿

1泊2食

7,000円
8,000円

平日

KKR水上 水明荘

1室1名

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

1泊2食

群馬県

水上温泉

「ヨコハマ宝島プレート」2食付

KKR逗子 松汀園

湘南ブランド

全日 6,000円

12/10〜4/9（12/28〜
新 鮮 な お 刺 身、焼 1/5 除く）
／3 日前までに要予約
観光
き物、鍋など、まさ
はこだてクリスマスファンタジー★函館山から見る花火と夜景
に絶品海の幸満載

60周年記念！ファミリー大歓迎！

1室2名（ツイン）

和風朝食を無料サービス
（7:00〜9:00）
特典 アーリーチェックイン 13 時
（通常 15 時）

湘南･逗子海岸

14,800円

お子様（小学生まで）

13時IN 無料プラン
土・休前日

13,800円

1室2名〜

13時からチェックインできます

平日

1室2名〜

1泊2食

9,300円
10,300円
12,000円

緑に包まれた都心のビジネスホテル

1泊サービス朝食付

土・休前日

選べるスキーリフト券付

KKRホテル中目黒

東京都

平日

スノーシーズンを楽しもう！

1室2名〜

料理長おすすめ会席膳
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 1 名様 1,000 円引

中目黒

1泊2食

条件

KKR蔵王 白銀荘

冬蔵王満喫プラン

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

お子様（小学生まで）

条件

蔵王温泉

北海道函館市湯川町2-8-14

絶品！ 海の幸御膳プラン

土・休前日

11,830円 12,830円

1室2名〜

KKRはこだて

自慢の和食会席と源泉かけ流し温泉を堪能

和の味覚会席膳プラン
1泊2食

北海道

函館･湯の川温泉

観光

平日

0460-87-2350

相模湾会席

土・休前日

15,950円 18,450円

お 1 人様ずつ
「イセエビのお造り」
と
「鮑の
陶板焼き」
、
さらに
「金目のしゃぶしゃぶ」
「金目
の兜煮」
が食べられる
スタンダード木賀会席プラン
条件 12/10〜2/28
（年末年始、連休は別料金 1泊2食 1室2名〜
2/28
のため要問合せ）／ 5 日前の 15:00 までに要
10,950円〜 まで
予約／アーリーチェックイン 14:00 から OK

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）

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
静岡県

KKRホテル熱海

伊豆・熱海温泉

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000

全客室オーシャンビュー＆絶景露天風呂

季節の食材を使用したグルメプラン

四季彩プラン
平日

1泊2食

1室1名〜

四季彩会席

※月替わりのため一例です

★１名様プラス 4,100 円で『伊勢海老＆
鮑＆金目鯛プラン』
に変更可

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

海まで1分！キッズルーム新設＆ミニ卓球台あり

豪華な食材を使用した当館最上級プランです

長野県

15,550円 18,050円

●三島スカイウォーク（車 30 分）

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

0266-58-1259

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに

すき焼きで際立つ信州牛の旨味

1室2名〜

全日

5,000円

信州牛すき焼き

条件

12/10〜4/7（12/31〜1/3
除く）／ 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

KKRホテル金沢

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内

小学生のお子様添い寝無料！

1室1〜3名

平日
土・休前日

8,000円
9,000円

大人 1 名様につき小学
生 1 名様は添い寝無料
（通常 2,000 円）

特典

岐阜県

下呂温泉

蟹尽くしプラン

39,500円〜

★日本海で水揚げされた
タグ付のずわい蟹を使用

※12/26〜1/7除く

12/18
〜2/28
まで

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505

天然寒ブリと
海鮮釜飯会席プラン
1室1名〜

条件

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日本庭園の宿

平日

土・休前日

12,850円 13,850円

小学生（お子様膳）
幼児 （お子様ランチ）

全日
全日

●金目鯛しゃぶしゃぶ
●山梨県のブランド牛
「甲州牛」

★夕食時に山梨県産ワインサービス

岐阜県

平湯温泉

6,500円
5,800円
金目鯛しゃぶしゃぶイメージ

条件 12/10〜12/28
／ 1 室 1 名様利用は平日のみ利用可／
T 付客室利用は 1 名様プラス 1,000 円

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

木のおもちゃで遊べるキッズルームができました

平日

うれしい
無料送迎付

土・休前日

12,800円 13,800円

奥飛騨ならではのグ 特典 ●小 学 生 に「くじ 引き」 和会席 ※月替わりのため一例です
ルメ和会席★1名様プラス あり（空くじなし）
●積雪時、お子様用 条件 1 2 / 1 0 〜
3,000円 で『A5飛 騨 牛 セレ そりの貸出あり●星座早見盤プレゼン 3/31（12/29〜
クトプラン』
に変更可
（A5飛 ト
（お子様同行の 1 組に 1 枚）
●お子様 1/3 利 用 は 要 問
騨牛150gをステーキ、
すき に夕食時ドリンクサービス●星空観賞 合せ）
／ 2 日前ま
焼き、
しゃぶしゃぶから選択） に双眼鏡無料貸出
でに要予約
（5 組限定）
愛知県

名古屋

KKRホテル名古屋

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

大人気のホテル特製ケーキが食べ放題

1泊2食

1室2名〜

大人

お子様（小学生まで）

12,800円〜 7,900円〜

夕食はプチフレンチコース★お子様はお子様ランチ

15,200円 16,200円

今から予約できる宿

●GALA湯沢 ●湯沢高原 ●NASPA
●神立高原 ★お子様もリフト券付です

プチフレンチプラン

土・休前日

冬の味覚天然ブリと、蟹、帆立などの
海鮮釜飯をメインにした献立
1/7〜2/28 ／リビング付ツインルー
ムは別料金

選べるスキー場1日リフト券付

（大人5,000円相当）

KKR甲府ニュー芙蓉

甲府

1泊2食

冬の味覚をお楽しみください

平日

山梨県

1室2名〜

（1泊あたり200円）
をお預かりします

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

1泊2食

日替わりの会席料理★大人は生ビー
ル 1 杯サービス★お子様はソフトドリンク飲
み放題（大人は 100 円）
★週末限定で夕食を
「蟹御膳」
に変更可
（1 名様プラス 5,000 円）

奥飛騨和会席プラン

12/10〜3/31（12/31〜1/1
除く）
／1名様プラス500円で金沢
城公園が見える客室に変更可／1
名様プラス2,000円でデラックス
ツ イ ン に 変 更 可※別 途、宿 泊 税
条件

KKR下呂しらさぎ

14,900円 条件 1/4〜3/31 ／
17,900円 3 日前までに要予約

なごみ

個人盛りのご朝食※添い

1泊2食

小学生まで（お子様料理）
全日 9,700円

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付

お子様歓迎プラン 寝の小学生の朝食料金 900 円
1泊朝食付

土・休前日

1室2名〜

お子様ランチサービス

金沢

1室2名〜

1泊2食

信州牛の旨味を堪能する諏訪湖荘最上級
のコース※小学生の夕食は選べるお子様膳
特典 0 才〜未就学児は宿泊無料★3 歳以上なら

石川県

025-784-3424

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩7分

甲州牛と金目鯛のしゃぶしゃぶ

土・休前日

11,350円 12,350円

お子様（小学生）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

寒くなってきたから鍋料理

信州牛すき焼きコース
平日

KKR湯沢ゆきぐに

平日

KKR諏訪湖荘

1泊2食

新潟県

越後湯沢温泉

1泊2食

●伊勢海老 ●あしたか牛 ●金目鯛 ●鮑 ●炊
込御飯 の五つ星がついた会席プラン※伊勢海老は
●沼津漁港
（車10分）
昼食におすすめ！
2 人で 1 匹
（1 名様 3 名様等の場合はおまかせ）
●沼津港深海水族館（沼津漁港隣接）
条件 12/10〜1/31
（12/26〜1/3 除く）

上諏訪

●静岡産牛ステーキ ●大金目の煮付け
（2 名様で 1 尾）が付いた会席料理
静岡産牛と大金目煮付け会席
特典 貸切風呂使用料無料
（かけ流しの
観光
温泉です！）
●伊豆パノラマパーク ( 車 5 分 ) ●世界遺産 韮山反
条件 1/4〜4/28（1/8・9、2/11・
射炉（車 10 分）
●三島スカイウォーク（車 30 分）
12、
3/19・20 除く）

選べる スキーリフト券付プラン

土・休前日

★1 月の平日はお1人様 500 円引

10,990円 11,990円

「下呂温泉」
温泉 日本三名泉
美肌の湯ともいわれ、チェックイン
情報 から翌朝9時まで入浴ＯＫ！

特典 ●ホテルメイドケーキ 60 分食べ放題
（ソ
フトドリンク飲み放題付）
※宿泊日 14時以降のレ

ストラン営業時間内または翌日 11:00〜17:00 に利
（15:00〜翌 11:00）
●期
用可●駐車場料金無料

間限定で駄菓子バー登場！お子様無料

ホテルメイドケーキ ※種類は変わる場合あり
条件 12/18〜2/28
（月 曜 日 と12/31

〜1/3除く）
／ 3日前までに要予約／1
室2名様以上利用は名古屋城側客室
／18:00までにご到着ください

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

●お料理の内容は︑仕入状況により変更となる場合があります︒ ●全ての施設が全室禁煙です︒ ●写真は全てイメージです︒

1室2名〜

土・休前日

東京から新幹線で約70分のスノーリゾート

五つ星会席

五つ星会席プラン
平日

平日

1室2名〜

KKR沼津はまゆう

1泊2食

055-948-0010

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

1泊2食

13,600円 16,600円

五つ星★食材

静岡県伊豆の国市古奈82

静岡産牛と大金目の煮付けダブル

土・休前日

四季折々の食材を使用した創作料理
12/10〜4/9（12/29〜1/10、1/12
･13、2/11・12、3/19・20 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 室 1 名様利用はシングルルーム

沼津

KKR伊豆長岡 千歳荘

2大名物を一度に味わう！！

条件

静岡県

静岡県

伊豆長岡温泉

●小学生以下の宿泊料金は︑施設にお問い合わせください︒

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

＋入湯税

●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︒

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

＋入湯税
三重県

KKR鳥羽いそぶえ荘

鳥羽

三重県鳥羽市安楽島町1075

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

0599-25-3226

鳥羽水族館のチケット付

平日

1室2名〜

月替わりの会席
鳥羽水族館のチケット付
（通常大人 2,500 円相当）

特典

京都府

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

京都中心部に位置し寺社めぐりに最適

早春の京都を着物で歩く 着物レンタル一式＆着付け料金込

大人
小学生

※12/29・30、
1/3 は別料金

200円）
をお預かりします

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122

日本を代表する3大ブランドを食べ比べ

平日
土・休前日

条件

21,550
23,200

ご用意可
（1/8〜3/31）
★1泊朝食付プランは6,650円〜
三大和牛（神戸・松阪・近（1月・2月は6,100円〜）
※1泊9,020円以上の場合は別
宿泊税
（1泊あたり100円）
をお預かりします
江）
を味わい尽くすプラン 途、

和歌山県

KKR白浜 美浜荘

白浜温泉

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

日本三大古湯（泉）のひとつ南紀白浜温泉

0739-42-3383

7頭のジャイアントパンダがお出迎え

山口県

9 300

KKR山口あさくら

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

12〜2月限定 コース最上級！本場山口で食す！

プレミアム トラふくフルコース
1泊2食
1室1名〜

平日

条件 12/10〜3/31
（1/6 除く）
／土・休前日利用は 1 名
様あたりシングルはプラス 500 円、ツインタイプはプ
ラ ス 250 円、和 室 は プ ラ ス 800 円 ／ 12/31、1/1、
3/19・26 は特別料金のため要問合せ★素泊まりの場

合は、上記から1名様 850 円引★ツインタイプは 3 名、和室
は 3 名〜5 名でも利用可（料金は要問合せ）

KKR奈良みかさ荘

奈良県

奈良

奈良県奈良市高畑大道町1224

0742-22-5582

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名〜

16,300円

17,300円

オプション 1 名様プラス 1,000 円で利

き酒付★地元の定番や希少な地酒の中

から 3 種類選べます

当館最高峰の
会席料理

観光
条件 12/10〜4/9（12/31〜1/2 バス1日フリー乗車券が便利
除 く）
／ 1 室 1 名 様 利 用 は プ ラ ス （奈良公園・西ノ京方面）
1,000 円
兵庫県

KKR 城崎 玄武

城崎温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

0796-32-2631

かに御膳

かにづくし

32 100 19,100円 17,100円

小学生

1室2名〜
（12/29〜1/5 除
,
円〜
,
円〜 条件 12/10〜3/18
く）
／ 1室1名様利用はプラス 1,000 円
★大人4,800円相当のアドベンチャーワールド1日入園券付（平日のみ利用可）／ 2 日前までに要
イブ美豚が食べ放題でお造りやデザート 予約／幼児、中・高校生、65 歳以上は
まで付いています
要問合せ

湯田温泉

06-6362-6800

朝 食 は 1 階『タ リ ー
ズコーヒー』で洋食セッ
（7:00〜11:00）
円 ト

5,850
5,350円
デラックスツイン
1室2名
（2ベッド） 5,850円
和室
1室2名（布団2組） 5,850円

1泊2食 1室2名〜 活けがに三昧
平日
,
円
（Tなし和室）

しゃぶしゃぶ食べ放題プラン
16 900

平日･日曜

冬の味覚プラン

プレミア和歌山 イブ美豚
大人

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

ずわいがにの本場城崎で豪快に、かに料理を堪能

アドベンチャーワールドチケット付

1泊2食

大阪府大阪市北区堂山町4-1

ちょっと贅沢な春日会席プラン

12 / 10 〜
12/28 ／3日ま
での要予約／シ
円
ングル・トリプ
ル利用は要問合せ／1名様プラス550円で大阪城側客
★
「季節御膳」
8,600円〜も
（通常1,000円）
円 室をご用意

1室2名（ツイン）

※1/10 以降の利用は要問合せ（1/10 から 3/9 頃
は大浴場工事のため利用できない場合あり）

日本庭園を眺めながらのお食事で至福のひとときを

三大和牛食べ比べ
組合員様限定
会席プラン
1泊2食

梅田

ツイン
1室2名
（2ベッド）

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

12/10〜2/28（12/31〜1/2 除く）／客室
定員利用時料金／2 日前 18:00 までに要予約

KKRホテル梅田

大阪府

シングル
1室1名
（1ベッド）

5 日前 18 時までに要予約／客室定員利
用時料金です※別途、宿泊税（1泊あたり

KKRホテル大阪

大阪府

森之宮

●お土産に近江牛しぐれ煮を
プレゼント●夕食時にワンドリン
クをサービス
特典

1泊朝食付

夕食は京会席、
小学生はお子
様料理

条件 12/10〜2/28（12/31〜1/2、2/24
・25除く）
／土・休前日利用は大人プラ
ス2,000円、
小学生プラス 1,000 円／

★夕食は
「近江牛重」
または
「国産特選うな重」
から選択
★レストラン食の
「近江牛会席プラン」
もございます
（お1人様 14,900 円〜）
条件

タリーズ朝食付プラン

平日

17,300円
14,200円

15,400円 18,200円

春だ！旅に出よう！

レンタル着物付宿泊プラン
1泊2食 1室1名〜

土・休前日

夕食・朝食とも個室でお召し上がりください

条件 1/5〜4/9 ／ 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

KKR京都くに荘

京都

平日

1泊2食

7,500円

※中学生は全日10,000円（大人料理）

077-578-2020

お子様と遊べるスペースを新設しました

1室2名〜

11,300円 12,800円
全日

滋賀県大津市下阪本1-1-1

プライベートルーム de 宿泊プラン

土・休前日

小学生（お子様ランチ）

KKRホテルびわこ

新生活様式対応！夕食・朝食ともに個室でゆっくり

春のファミリー＆カップル
1泊2食

滋賀県

琵琶湖

土・休前日

21,650円 23,650円

トラふくフルコースに白子料理 3 品付！
※ふくちり、
ふく刺しは4人盛りイメージです
●トラふく白子天婦羅･カマ唐揚げ
条件 12/10〜2/28
（12/31〜1／3 除く）
／3日
●トラふくちり鍋
（白子付）
前 ま で 要 予 約※1/8・9、2/10・12・22・24 は
●トラふく白子入り茶碗蒸しなど
特別料金のため要問合せ
グレードアップした期間限定コース ★1 月･2 月利用は 1 名様 1,000 円引

●活けがに三昧
（かにすき鍋・焼きがに
・かに刺し・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
（かにすき鍋がメインのコース）
特典

かに料理
（一例）
条件 12/10〜3/31
（12/29〜1/3 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 1,000 円／ 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 500 円で T 付客室に変更可※活けがに三昧

城崎 7 つの外湯の無料券プレゼント は 2/28 まで（12/29〜1/5 は除外日）

KKRホテル熊本

熊本県

熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

096-355-0121

ホテル敷地内に小型・中型犬専用ドッグランができました

わんぱくワンちゃん宿泊プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

土・休前日

14,500円 15,500円

夕食は和・洋・中から選択可
特典

条件

ホテル敷地内別棟のペット用宿泊ケージ
2 ケージまで無料

12/10〜4/9 ／城側客室をご用意／ 1 日
限定 2 室／要予約 2 日前／電話予約限定

営業時間 10:00〜17:00
ご滞在中のドッグラン基本使用料サー
ビス＋ワンちゃんへササミジャーキー付

※季節・天候その他により営業時間が変更
になる場合がありますので、
ご予約時に必
ずご確認ください

※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 ※B:客室内バス（お風呂）あり T：客室内トイレあり
※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、祝日の金曜日を指します ※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください

▲UP

