第924号

毎月1回10日発行

令和４年４月10日 （5）

第924号

（6）

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︒

KKR かわゆ

北海道

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

美味しい料理と温泉でリラックス

平日

1泊２食

季節の素材を使った会席料理

観光

KKR 蔵王 白銀荘

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

蔵王 早春プラン
平日

1泊２食

土・休前日

キッズルーム

観光

温泉街3か所の外湯めぐり（無料券あり）

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

レイトチェックアウト12時まで

ツインルーム

120分 ゆっくり延長 プラン
1室2〜3名

神奈川県逗子市新宿3-2-26

046-871-2042

ゆっくりめぐる湘南の旅

8,980円 10,980円
松汀園の庭

湘南プレミアム プラン

KKR 江ノ島ニュー向洋

1室2名〜

4/29〜
5/7

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710
新江ノ島水族館

駐車場無料＆荷物預かり可

1泊２食

江ノ島 四季会席プラン
平日

土・休前日と5/1・2・5・6

9,500円

11,500円

※4/29・30、5/3・4利用は大人お1人様14,000円

4/10〜6/30／1室1
夕食には、お造り、
焼物、煮物、揚物、蒸物や 名様利用はプラス1,000円
観光
デザートまで！★小学生 ／BT付客室利用は1名様プ ●新江ノ島水族館（徒歩12分）
の夕食はメイン料理を選べ ラス1,000円／6畳利用は ●江の島（徒歩20分）
ます
（1 泊 2 食 6,400 円） 1名様500円引
うれしい
無料送迎付

11,000円

（子ども食）

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル

ヨコハマ
宝島プレート2 食付プラン
ファミリー限定！

大人

ヨコハマ宝島プレート

小学生まで

11,600円 8,600円

●大人はカジュアルフレンチ
●お子様は「ヨコハマ宝島プレート」
特典 モーニングコーヒーをサービス
4/10〜6/30／山側和室利用／海側和室
・洋室ツインは要問合せ／3日前まで要予約
神奈川県

鎌倉

観光タクシーで横浜を満喫

観光

※詳細は施設にお問い合わせください

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

平日

土・休前日

14,800円 15,600円

小学生（全日）

湘南･
片瀬海岸 小旅行に＆散策に、鎌倉にも近い♪

お部屋食

ステーキ

港の見える丘公園
KKR ポートヒル横浜 神奈川県横浜市中区山手町115
045-621-9684

1泊２食

4/10〜6/30（4/29〜5/7除く）／シング
1泊2食 1室2名〜
ル利用はプラス1,000円／Tなし客室は1名様
1,000円引／大正館指定は1名様プラス1,000円〜 15,480円〜16,480円
神奈川県

横浜

1室2名〜

※4/28利用はお1人様9,980円

ちょっと軽めの基本会席

大人14,850円

小学生まで

江ノ電1日乗車券「のりおりくん」付

土・休前日

★1名様プラス2,000円で「旬彩お造り」付

4/28〜 ＧＷ プラン
5/4

鎌倉殿・13人の重臣達 四季会席

松汀園 スタンダードプラン
1室2名〜

夕食弁当

※土・休前日利用はプラス2,000円
※4/29〜5/7利用はプラス2,500円

KKR 逗子 松汀園

平日

神奈川県

平日

湘南･
逗子海岸 古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

1泊２食

小学生まで

4/10〜6/30（4/28〜5/4
除く）／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 1室2名〜

7,000円
8,000円

和風朝食を無料提供（7:00〜9:00）
特典 チェックアウト時間を
4/10〜6/30／風呂付シングル利用はプラス500
円、風呂無シングル利用は500円引／電話予約限定／
120分延長可（通常10時
他のプラン特典との併用不可／3日前までの要予約
→12時）
神奈川県

大人

お部屋出し弁当に国産牛ステーキ
をプラス※お子様はお子様料理

KKR ホテル中目黒

土・休前日

0278-72-2345

11,350円 7,500円

全日

4/10〜6/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／Tなし客室利用は1名様1,000円引

平日

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

新緑に包まれた静かな一軒宿

1泊2食 1室2名〜

★同料金で蔵王名物生ラムジンギスカンに変更可

1泊サービス朝食付

KKR 水上 水明荘

お部屋出し スペシャル弁当プラン

地元食材を駆使した日替り会席膳

東京都

群馬県

水上温泉

安心安全にお腹を満たしたい♪

キッズルームで
遊べるよ♪

※4/28〜5/4利用はお1人様13,000円
※6/18・25利用はお1人様12,000円

中目黒

●毛蟹 ●ずわい蟹 ●たらば蟹
巴会席
●道産和牛のサーロイン陶板焼き など
観光
五稜郭公園の桜
4/10〜6/30／土・休前日利用は4月・5月プラ
（例年の見頃 4月下旬〜5月上旬）
ス1,000円、6月プラス1,500円／3日前までに要予約

9,300円 10,300円

1室2名〜

6月

15,800円16,300円 16,800円
四季御膳
※日替わりのため一例です

4/10〜5/31／1室1名様利用は
プラス1,000円

東北随一の硫黄泉でリフレッシュ！

5月

4月

※4/29〜5/7利用はお1人様12,330円

山形県

0138-57-8484

巴会席プラン

1泊2食 1室2名〜 平日

9,330円 10,330円

蔵王温泉

北海道函館市湯川町2-8-14

三大カニ＆道産和牛付

土・休前日

●神秘の摩周湖（車20分）
●天下の絶景 美幌峠（車45分）

KKR はこだて

北海道ならではの味覚と源泉かけ流しの温泉

夕食はお部屋まで出来たてをお運びします

四季 御膳プラン
1室2名〜

北海道

函館･湯の川温泉

プラン

9,000円

※4/29〜5/4利用は大人お1人様17,600円

●大人は「四季会席」●小学生はお子様
グルメ料理（3種類からチョイス）
特典 ●江ノ電1日乗車券付（大人800円相当）●未就
学のお子様は添い寝無料、ご飯＋ふりかけサービス、
折り紙と紙風船プレゼント、お子様アメニティ付

神奈川県

箱根

KKR 宮の下

4/10〜6/30
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

うれしいアーリーチェックイン14:00

当館から車で約７分、大人から子どもまで楽しめます

箱根彫刻の森美術館チケット付プラン
1泊２食
1室2名〜

平日

土・休前日

12,000円 14,500円

お子様（全日） 小学生 7,500円 幼児 6,300円

基本の「木賀会席」
特典

彫刻の森美術館
（大人 1,600 円相当）
チケット付

※小学生は割引券使用で 700 円
（別途現地支払）
★土曜日はファミリー優待でお子様 5 名まで無料

箱根彫刻の森美術館

4/11〜5/31（4/29〜
5/5は別料金のため要問合せ）

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

KKR ホテル熱海

静岡県

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
1泊２食

1室1名〜

平日

土・休前日

※4/28〜5/7 利用のプラン料金は要問合せ

四季彩プラン

KKR 湯沢ゆきぐに

観光

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩7分
豚のしゃぶしゃぶ

今年もやります！

1室2名〜

ＧＷ宿泊プラン 1泊2食

KKR 甲府ニュー芙蓉

1室2名〜

4/28
〜5/8

山梨県甲府市塩部3-6-10

055-252-1327

富士を望む展望風呂と創作会席の宿

春の食べ物には白ワインが合う！！

目に青葉 春山菜天ぷらに 初がつおと甲州牛プラン
平日

1泊2食

小学生（お子様膳）
全日
幼児（お子様ランチ） 全日

6,500円
5,800円

山菜の天ぷらとかつお

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

小学生向け「くじ引き」や星座早見盤プレゼント

うれしい
無料送迎付

飛騨牛ステーキ

特選A5飛騨牛セレクトプラン
平日

1室2名〜

愛知県

名古屋

なごみ

和会席 プラン

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326
豪華お子様御膳

選べる

1室1名〜

大人（平日）

12,100円

北陸・のどぐろ会席プラン

お子様（全日）

16,800円 17,800円
5,900円

未就学で食事なし・添
い寝のお子様は宿泊無料＆
アメニティ付
4/10〜6/30
特典

金賞のお子様金御膳

KKR 下呂しらさぎ

岐阜県

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505

木製おもちゃを配置したキッズスペースを新設

KKRお子様料理コンテスト最優秀賞受賞記念

大人／平日

お子様／全日

12,250円 4,250円

お子様ランチ

（ランチ込）

●大人は和食会席●小学生までのお子様
は3名様までランチプレゼント
4/10〜6/30（4/29〜5/7除く）／土・
休前日利用は大人1名様プラス1,000円／リビ
ング付ツインルームは別料金／電話予約限定

滋賀県

琵琶湖

KKR ホテルびわこ

滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020

琵琶湖を見ながらお子様と遊べるスペースあり
近江牛会席

絶品近江牛料理を満喫

1泊2食

8,500円

●大人は「牛しゃぶ御膳」or「三河一色産ひつまぶ
し」
●お子様は
「金鯱バスケット」
or
「豪華お子様御膳」
4/10〜6/30／土･休前日利用は大人プラス
1,000円／3日前までに要予約／1室2名様以上
は名古屋城側客室

北陸と言えばのどぐろ

土・休前日

平日

は1名様3,300円引の「治部煮
会席」に変更可（要問合せ）

下呂温泉

076-264-3261

近江牛会席プラン 近江牛4種

お子様ディナープラン
1泊２食

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内

※お子様4名様からは1泊2食6,450円

特選A5飛騨牛セレクトプランから
お1人様 3,000円引

名古屋城に一番近いホテル

石川県金沢市大手町2-32

治部煮＆のどぐろ一匹が付いた会席プラン

1室1名〜

KKR ホテル名古屋

大人もお子様も豪華にチョイス

金沢

1泊２食

15,800円 16,800円

4/10〜6/30（GWは別料金のため要
問合せ）／4日前までに要予約

KKR ホテル金沢

石川県

お子様ランチプレゼントプラン

土・休前日

A5飛騨牛150gを特選ステーキorすき焼き
orしゃぶしゃぶの3種から選択可
（要予約）★お子様サービスドリンク有 飛騨牛1品付

匠会席

4/10〜6/30／1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

★3歳以上の未就学児にはお子様ランチサービス

小学生はKKRお子様料理
コンテスト1位の「金御膳」
or2位の「銀ランチ」 ★大人

KKR 平湯たから荘

1泊２食

11,850円 12,850円

小学生 （全日）

春の味覚を味わうプラン
夕食には山梨県産ワイン
（赤・白）
サービス
4/10〜6/30／T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
岐阜県

0266-58-1259

土・休前日

信州アルプス牛を2種類のセットから
選択可●ヒレ・三角カルビ・赤身（計
180g）●三角カルビ・赤身（計300g）

1室1〜3名

特典

平湯温泉

平日

1泊2食

土・休前日

11,850円 12,850円

1室2名〜

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに

1泊2食

4/11〜6/30（4/29〜5/8除く） 大人13,600円 小学生まで 7,000円
★お子様はソフトドリンク飲み放題、大人は生ビール1杯付
／3日前までに要予約
甲府

KKR 諏訪湖荘

長野県

上諏訪

日〜木曜日
金曜日
土・休前日
金鯱バスケット

特典

●駐車場料金無料
●駄菓子バー（無料）

1室2名〜

14,900円
15,900円
17,700円

料理付
特典 和 室 1 室
大人4名様以
上利用で鯛の
うす造りサー
ビス

※幼児〜小学校低学年は大人料金の50％
※小学校高学年は大人料金の70％

4/10〜6/30（4/23〜5/6は別料金のため
要問合せ ）／客室定員利用時の料金

比叡会席 プラン

近江牛会席プランから
大人お１人様 2,000円引

※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

●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︒

12,350円 13,350円

豚しゃぶしゃぶ60分食べ放題

山梨県

11,050円 13,550円

ステーキ・しゃぶしゃぶ・すき焼きから
選べるあしたか牛付豪華会席（1組で1種
／要予約）
4/10〜6/30
観光
（4/28〜5/7は
●沼津港深海水族館 （車10分）●三島スカイウォーク（車30分）
別料金のため要問合せ）

選べる
〜匠 Takumi〜プラン

土・休前日

★お子様も食べ放題
（小学生 1泊2食 7,000円）

土・休前日

0才〜未就学児は宿泊料が無料！
！

豚のしゃぶしゃぶプラン
1泊２食

平日

1室2名〜

●MOA美術館（車10分） ●来宮神社（車10分）●ACAO FOREST（車10分）

1室2名〜

あしたか牛すき焼き

あしたか牛プラン

静岡

平日

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

駿河湾の夕日と富士の雄姿を望む海辺の宿

1泊２食

四季折々の食材を使用した創作料理
4/10〜6/30
（4/16・18・19、
4/29〜5/7、
5/14・21・24・25 除く）

新潟県

沼津

プレミアム地産牛をお好みの方法で

13,600円 16,600円

越後湯沢温泉

KKR 沼津はまゆう

静岡県

●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

第924号

（8） 令和4年4月10日

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︒

KKR 京都くに荘

京都府

京都

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

春限定の会席料理をご賞味

大人

和室（1室2名）

KKR ホテル大阪

大阪府

黒毛和牛と春野菜のせいろ蒸し

4/10〜5/31

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

多彩なあそび場でお子様と1日楽しめます♪

平日

4月

5月

7,000円 6,450円

KKR 白浜 美浜荘

和室

ズ朝食付プランもあります（要問合せ）※ツインは3 特典 ●レイトチェックアウト12 時
名、和室は3〜5名でも利用可（料金は要問合せ）
●大阪のお土産付
（お菓子／
※他の部屋タイプもあります
1 部屋 1 セット）

奈良県

奈良

KKR 奈良みかさ荘

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

春日会席

1泊２食

平日

土・休前日

1室2名〜

16,300円

17,300円

※4/28〜5/4利用はお1人様 18,300円

特典 ●保護者 1 名＋子ども 1 名 2,300 円
ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園
相当のボーネルンドプレイヴィル大阪城
4/10〜5/31／土・休前日利用は
公園 1day パス付●朝食は、大人 1,320
円、お子様 990 円で追加可●1 名様プラ 1名様プラス1,650円※4/29・30、5/3
〜5利用は土・休前日料金プラス1,000円
ス 550 円で大阪城側客室をご用意

和歌山県

5,550円 6,050円
6,050円 7,650円

ちょっと贅沢な春日会席プラン

★小学生まで添い寝の場合、宿泊無料

白浜温泉

06-6362-6800

土・休前日

日本庭園を眺めながらお召し上がりください

ボーネルンドプレイヴィル
大阪城公園1day パス付プラン
1泊素泊まり 1室2名

大阪府大阪市北区堂山町4-1

4/10〜6/30（4/29・30、5/3・4は別
料金のため要問合せ）★素泊まりプラン、タリー

黒毛和牛と旬の野菜のせいろ蒸しが付
いた会席 ※小学生はお子様料理★1名様プラ

森之宮

平日・日曜

1泊素泊まり

ツイン（1室2名）

※土・休前日利用は、大人15,800円、小学生8,700円
※4/29〜5/7利用は、大人18,800円、小学生9,700円

ス1,500円で庭園を望むテラス席でのプレミアム
朝食（ミニ京会席風）へ変更可

KKR ホテル梅田

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

大阪のお土産付プラン

小学生

13,800円 7,700円

平日

梅田

人気のお菓子とレイトチェックアウト12時

黒毛和牛と春野菜会席プラン
1泊2食 1室1名〜

大阪府

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383

日本三大古湯（泉）のひとつ南紀白浜温泉

いっぱい食べて、温泉で大満足

季節の食材を贅沢に散りばめた会席料理
4/10〜6/30／1室1名様利用はプラス1,000円／
2日前までに要予約

観光

●東大寺（徒歩15分）●春日大社（ささやきの小路から徒歩15分）

兵庫県

城崎温泉

KKR 城崎 玄武

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫

国産牛リブロースステーキ 食べ放題プラン 春のお得なプラン
1泊2食

平日

1室2名〜

12,100円〜

お子様（小学生まで）全日

土・休前日

国産リブロースステーキ

13,100円〜
観光

アドベンチャーワールド（車10分）

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

【薩長土肥】4県の食材が会席料理にて集結！！

やまぐち維新プレミアムプラン
平日

1泊２食

薩長土肥会席

土・休前日

博多

KKR ホテル博多

お子様も満足♪ファミリー プラン
1泊２食

1室1名〜

平日

089-941-2934

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

お子様 大満足プラン
平日

1泊２食

土・休前日

12,650円〜 15,150円〜
7,300円 8,300円

※4/29〜5/7は、大人お1人様19,150円〜

瀬戸内の食材を中心とした会席料理
全員分の
「とべ動物園」
入園券
（通常大人
500 円）
と、
「えひめこどもの城」
のりものチケッ
ト 1,100 円綴り
（1 予約 1 セット ) 付
特典

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361
料理一例

土・休前日

14,600円 15,600円

旬の食材を使用した月替わりの会席

※お子様の夕食は別途ご相談ください

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

お子様
（お子様会席）

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

和創り「萌木」
の旬の料理でおもてなし

KKR 道後ゆづき

1室2名〜

●ふく刺し・長州どり（長州/山口）
●黒豚（薩摩/鹿児島）●カツオ（土佐/高知）
●佐賀県産和牛（肥前/佐賀）など
特典 ご夕食時にワンドリンクサービス
4/10〜6/30（4/29・30、5/3・4は
特別料金のため要問合せ）／5月利用は1名様
プラス1,000円／3日前まで要予約
福岡県

愛媛県

松山・道後温泉

外湯めぐり／さとの湯

とべ動物園＆えひめこどもの城に行こう！

16,150円 18,150円

1室1名〜

7つの外湯めぐり入浴券プレゼント
4/1〜6/30（4/29〜5/7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）
特典

KKR 山口あさくら

山口県

9,300円 10,300円

★1名様プラス6,000円で「但馬牛会席」に変更可

国産牛リブロースステーキ食べ放題(90分)
4/10〜6/30（4/29〜5/7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〜

湯田温泉

土・休前日

地元でとれた海の幸を使ったお料理

6,500円〜

5/7利用は『伊勢海老と牛陶板焼き豪華会席プラン』
19,500円〜

平日

1泊2食

1 室 2 名〜
（T なし客室）

特典 ●駐車場料金無料●スタッフ
4/10〜6/30 ／ 1 日限定 5 室／ 2 日前
手作り「福岡かるた」をプレゼント までに要予約※別途、宿泊税（1 泊あたり 200 円）
♪●小学生まで添い寝無料＆アメ をお預かりします★『健やか朝食付プラン』もあり
（お
ニティ付
1 人様 6,300 円〜8,400 円）

熊本県

熊本

KKR ホテル熊本

アフリカゾウ／とべ動物園

4/10〜5/31

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

客室はくまモンタイプ

ファミリープラン
1泊２食

1室2名〜

平日

096-355-0121
くまモンルーム

土・休前日

15,000円 16,000円

和・洋・中からお好みのコースを
予約時選択
特典 ●お 子 様 へ 無 料
ガチャポン●駐車場料
金無料 ( 出発日夕方ま
で)

4/10〜6/30／くまモンルームをご用意／電話予約
限定／1日2組限定／5日前まで要予約
★小学生まで1泊2食7,750円〜9,500円（ベッドあり）
★添い寝の場合は、お食事代のみ

※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

▲UP

