
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/biwako-gwplan.html
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フレッシュさん応援割プラン

北海道
川湯温泉
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うれしいうれしい
無料送迎付 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）

●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）

●函館夜景観光バス
　（当日予約ＯＫ）
●五稜郭公園の桜
　（例年ＧＷが見頃）

●諏訪峡（車10分）
●谷川岳ロープウェイ（バス20分）

●森の中の「蔵王大露天風呂」4月下旬
　から入浴可（割引券あり）
●温泉街3ヶ所の外湯めぐり
　（無料券あり）

●皇居（徒歩2分） ●東京スカイツリー
（電車20分） ●東京国立近代美術館・
科学技術館（徒歩10分） ●日本武道館
（徒歩15分） ●東京ドーム（車10分）

季節の創作会席
料理『木賀会席』
をご用意※4/10～19、6/3～7の平日は1名様700円引

★今年度入省された現職組合員様は上記料金から2,000円引

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350KKR 宮の下神奈川県
箱根

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉
今年度入省された現職組合員様限定

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,650円 12,150円

　　4/10～6/30（4/27～5/5は別料
金のため要問合せ）／1室1名様利用は
プラス1,500円（平日のみ利用可）
★1名様プラス5,000円で『露天風呂付客室』
に変更可（2名様から）

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

和室宿泊プラン
★1室4名様以上利用はお1人様1,500円引
★夕食は創作和食会席又は中国料理から選択可

1泊2食 1室2名～ 21,800円
4/27
～5/5

　　 伊勢海老のお造り、鮑の陶板焼き、金目鯛煮付け
（切身）など（全8品）
　　4/10～6/30（4/20、
4/27～5/5、5/11・26、6/16・
29除く)／1室4名様以上利用
はお1人様1,500円引／1室1
名様利用はシングルルーム

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000KKRホテル熱海静岡県
伊豆・熱海温泉

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル
熱海豪華スペシャル会席！

1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 17,300円 20,300円
海鮮3種スペシャル会席海鮮3種スペシャル会席

　　 平成31年度に入省された現職組合員
様限定で2,000円引 
★KKR宮の下の他の宿泊プランも2,000円引対象
（最上階プラン・お日にち限定プラン除く）
★KKRで発行する他の割引券と併用可
※必ず組合員証をお見せください

温泉情報温泉情報
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、初島がよく見えます

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、初島がよく見えます

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643KKRかわゆ
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

　　 ●江ノ電1日乗車券「のりおりくん」付
（大人600円相当） ●おみやげ処「小町」500
円割引券付（1部屋に１枚） ●未就学のお子
様は添寝無料（夕・朝食にご飯＋ふりかけサ
ービス） ●車、チェックイン前から預かり可

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321KKR 鎌倉わかみや神奈川県
鎌倉

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

江ノ電江ノ電

江ノ電1日乗車券＆おみやげ処割引券付♪
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 土・休前日

1室2名～ 14,500円 15,300円
 　　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（和室のみ） 
★1名様プラス2,000円でグルメ会席に変更可
　　 4/10～5/31（4/27～5/5除く）
★ＧＷ宿泊プランはお1人様18,300円（施設まで要問合せ）

★4/26まで大人1名様150円引
※4/28～5/5利用は大人1名様14,000円

新鮮な魚介類をふんだんに使った和風
会席★小学生は料理を選べます（要予約）

神奈川県 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
江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

湘南
片瀬海岸

駐車場は宿泊日とチェックアウト日も終日無料！

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,500円 11,500円

　　 4/10～6/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／1室4名様以上は大人1名様500円
引／6畳利用は大人1名様500円引／バス・ト
イレ付利用は大人1名様プラス1,000円

ファミリーで、グループで、ようこそ江ノ島へ！

●江の島（徒歩15分）
●新江ノ島水族館（徒歩12分）

四季会席四季会席

　　JR川湯温泉駅 無料送迎（要予約）
　　旬の食材を使用した和食膳

　　4/10～5/31
（4/27～5/5除く）
／1室1名様利用は
プラス1,000円

北海道北海道道北
湯温湯温温泉川湯温湯温
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北海道川上郡弟子

015KKRかわゆ
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

こだわりのお料理と温泉が楽しめるオススメプラン

お得に宿泊 得々プラン

米沢牛朴葉焼きと
オマール海老香草焼きの

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 5,830円 6,330円

　　4/10～6/30／土・
休前日利用は1名様あた
り4月・5月プラス1,000
円、6月プラス1,500円

　　北海道の季節の素材にこだわった
和食会席をお部屋食で

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484KKR はこだて北海道
函館・湯の川温泉

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
ゆっくりお部屋でご夕食をお楽しみください♪

四季会席プラン

1泊2食 1室2名～ 4月 5月

平日 11,500円 12,000円
6月

12,500円

6/30
まで

函館満喫 得々プラン
1泊2食 1室2名～

五稜郭公園の桜五稜郭公園の桜

露天風呂露天風呂

湘南江ノ島湘南江ノ島

美食会席プラン旬の味覚が満載旬の味覚が満載

9,500円～10,500円

※4/27～5/5利用はお1人様15,000円

※土・休前日利用は10,500円～12,000円
※4/27～5/5利用はお1人様13,000円

春特選プラン春特選プラン

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR 蔵王 白銀荘山形県

蔵王温泉
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

4/10～5/31／1室1名様利用はプラス1,000
円／トイレなし客室利用は1名様1,000円引
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米沢沢牛朴牛朴葉葉
オマール海老香

山形県山形市蔵王温
023-694-9KKR蔵王 白銀荘山山形県県山

王温王温温泉蔵王温王温
ロープ

100%天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！

霜降り米沢牛の朴葉焼、カナダ産オマール海老
と春野菜の香草焼きを加えた会席膳

赤城山麓牛赤城山麓牛

4/10～5/31
（4/27～5/5除く）

　　赤城山麓牛をしゃぶしゃぶでご用意

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345KKR 水上 水明荘群馬県
水上温泉

天然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿
美味しさ、ボリュームともに満足

赤城山麓牛

赤城山麓牛をしゃぶしゃぶでご用意

群馬県利根

02KKR水上 水明荘県県
温泉

天然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿
美味しさ、ボボリューリュ ムともともに満足に

城山麓牛牛牛牛牛しゃぶしゃぶ鍋プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,750円 14,450円

1泊2食付プラン
1室2名～

★群馬の食材を使用した会席料理をご用意
大人14,650円 お子様10,800円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,000円 12,000円
ＧＷ限定※4/27～5/5利用はお1人様14,000円

葉焼葉焼ききと
香草焼きのの

02KR蔵王 白銀荘
プウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）ででリフレッシュ！

平日 土・休前日

1,000円 12,000円
用はお1人様14,000円

春特選プラン

谷川岳谷川岳

ホテルからの景観ホテルからの景観

　　●12歳以下のお子様添寝無料
●駐車場料金無料（到着日6:00～翌22:00）
　　4/10～6/28（土・休前日除く）／1室2名様の
場合1名様プラス1,500円で皇居側デラックスツイ
ンへ変更可／1室3名様利用はお1人様300円引

　　 和洋朝食バイキング（6:45～9:00）
※4～12歳の朝食料金700円、3歳以下無料

東京都千代田区大手町1-4-1

03-3287-2921KKR ホテル東京東京都
竹橋

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
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東京都千

03-3KKRホテル東京東京都東京都京都東京
橋竹竹橋

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
アクセス至便のＫＫＲホテル東京から都心の観光へ♪

ファミリープラン
1泊朝食付 平日

1室2名 9,500円
日・祝日

8,000円

　　モーニングコーヒ
ーをサービス

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

045-621-9684KKR ポートヒル横浜神奈川県
横浜

港の見える丘公園の一角に位置するホテル

花園プラン
カジュアルフレンチディナー付

1泊2食
1室2名～

※4/27～5/5利用は別料金のため要問合せ
平日11,500円土・休前日13,500円

　 　4/10～6/30（4/27～
5/5は別料金のため要問合せ）
／海側バストイレ付和室／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

仏蘭西料理フルコース付！

横濱ローズガーデンプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 13,500円 15,500円
　　●プティオードブル 
●鮮魚のポワレ ●牛フィ
レのグリル  ●旬の果実
とプティケーキ…など♪

港の見える丘公園　イギリス館港の見える丘公園　イギリス館

6/30
まで

ご家族限定ご家族限定
KKR4月号特別料金

お子様（小学生） 　　　　　　        全日 6,150円

※気象等により出現しない場合もあり※気象等により出現しない場合もあり

敷地内の
天然源氏ホタル
（5月下旬～6月上旬）

敷地内の
天然源氏ホタル
（5月下旬～6月上旬）

和の味覚会席プラン
1泊2食 1室2名～
12,330円
★知床和牛と
　握り寿司の付いた
　会席料理

GW 4/27
～5/5

GW

4/27
～5/5

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/osusume/2018/11/kawayu-tokutokuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/kawayu-mikakukaiseki.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/hakodate-bisyoku.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/hakodate-tokutokuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/zao-harutokusenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/minakami-syabusyabunabeplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/minakami-goldenweek.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/tokyo-familyplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/yokohama-rosegarden.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/yokohama-hanazonoplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/kamakura-enoden.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/enoshima-shikikaisekiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/miyanoshita-freshplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/post-106.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/atami-gwplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/


　　～6/30（4/27～5/5、6/1除く）／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円／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(1室2名) 
※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

※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（「KKRを見て」とお伝えください）
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静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010

※4/27～5/5利用はお1人様11,500円

駐車場料金無料（15:00～翌11:00）
4/10～6/30／3日前まで要予約

愛知県
名古屋

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326KKRホテル名古屋
名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

名古屋の郷土料理をリーズナブルにご堪能

1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 9,500円 10,500円

さわやか朝食付プラン
平日6,600円土・休前日7,700円

ひつまぶしひつまぶし

6/30
まで1泊朝食付　1室1名～

※4/27～5/4利用はお1人様8,800円飛騨牛四種盛り会席（2名様盛りイメージ）飛騨牛四種盛り会席（2名様盛りイメージ）

岐阜県
下呂温泉下呂温泉

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505KKR 下呂しらさぎ
日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

　　～4/26／リビング
付ツインルームは別料
金／電話予約限定料金

　　希少部位イチボ、ミスジ、トモサンカク等を使用した
飛騨牛四種盛りをメインに季節の食材を使用した献立

大好評プランを2,000円OFFで大奉仕！

1泊2食 平日 土・休前日
通常 15,700円 →通常 14,700円 →

1室1名～ 12,700円 13,700円

温泉情報温泉情報
日本三名泉「下呂温泉」
チェックインから翌朝9時まで入浴ＯＫ！
日本三名泉「下呂温泉」
チェックインから翌朝9時まで入浴ＯＫ！

飛騨牛飛騨牛

1杯目はうな丼で、2杯目は薬味を
かけて、3杯目はお茶漬けで召し上
がる郷土料理

あしたか牛すき焼きあしたか牛すき焼き

　　4/10～6/30

1泊2食 平日 土・休前日と5/5

1室2名～ 11,350円 13,850円

 　　あしたか牛は「ステーキ」「しゃぶしゃぶ」
「すき焼き」からひとつを予約時に
お選びください ●沼津漁港（車10分） ●沼津港深海水族館（車10分）

●三島スカイウォーク（車30分）

★4月・6月の平日はお1人様500円引 ※4/29～5/2は土・休
前日料金に1名様プラス2,500円 ※4/27・28、5/3～4は土・
休前日料金に1名様プラス3,500円

お肉大好き！お肉大好き！

★兼六園入園券(大人310円相当)付

　　4/10～5/31（4/27～5/5除
く）／トイレ付客室利用は1名様プラ
ス1,000円／1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）★ＧＷ宿泊
プランはお1人様11,950円～（要問合せ）

　　甲州牛
がメインの
「四季彩膳」
をご用意

1泊2食 全日 土・休前日

1室2名～ 9,950円 10,950円

山梨県甲府市塩部3-6-10

055-252-1327KKR 甲府ニュー芙蓉山梨県
甲府甲府

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿
風馨る緑まぶしい甲府盆地へ

こうふ開府

四季彩膳四季彩膳

500年記念プラン

富士御膳プラン
1泊2食 1室2名～

平日 8,950円 土・休前日9,950円
※4/27～5/5除く

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,800円 15,800円
特選ステーキ（献立一例）特選ステーキ（献立一例）

岐阜県
平湯温泉平湯温泉

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14 800 15 800

岐阜県岐阜県県岐
湯温湯温湯温湯温温泉温泉平湯平湯湯温湯温

岐阜県高山市奥飛騨

057

ジューシーでとろけるような飛騨牛を味わいつくす

　　～6/30（4/27～
5/5は別料金のため
要問合せ）／4日前ま
で要予約

　　A5飛騨牛ステーキ（150g）が付いた豪華
飛騨牛メインのお料理

兼六園　写真提供：金沢市兼六園　写真提供：金沢市

石川県
金沢金沢

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261KKR ホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

 KKR 平湯たから荘
敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

宿泊プラン

★小学生までのお子様にお子様ランチサービス
　(2食付の大人1名様につき1名様分)

石川県石川県川県石川
沢沢金金金沢金沢

石川県金沢市

076-264KKRホテル金沢
金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

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

 　　朝食は金沢カレーを含む和洋のブッフェ

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1～3名 7,900円 8,900円

1泊2食
1室1～3名14,500円～

静岡県
伊豆長岡温泉 KKR 伊豆長岡 千歳荘

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

　　伊豆の国市ブランド「伊豆
牛」のしゃぶしゃぶ、クラムチャ
ウダー蒸しなどご用意

　　4/10～
6/30／1週間
前まで要予約

静岡
055

静岡県静岡県県静
長岡長岡長岡温泉伊豆長長岡 KKR 伊豆長岡 千歳荘

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
中伊豆の牛・伊豆牛！伊豆長岡のプランに初登場

伊豆牛で食べる
しゃぶしゃぶ付プラン

あしたか牛プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,500円 12,000円

静岡県沼津市志下192

055-931-0592KKR 沼津はまゆう静岡県
沼津

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿
プレミアム地産牛をお好みの方法で

伊豆牛しゃぶしゃぶ伊豆牛しゃぶしゃぶ
※4/27～5/3利用は土・休前日料金プラス2,000円
※5/4利用は土・休前日料金プラス500円 パノラマ富士山プラン

1泊2食 1室2名～13,850円
4/27
～5/3

4/27
～5/6
まで

新登場新登場

★車10分の「伊豆の国パノラマパーク」
入場券付（通常1,800円）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
025-784-3424

新潟県
越後湯沢温泉 KKR湯沢ゆきぐに

ロープウェイまで徒歩5分、展望温泉の宿

旬の食材を使用した
会席料理 
※お子様はお子様食

新潟県南魚沼
025

新潟県新潟県県新
湯沢湯沢湯沢温泉越後湯湯沢 KKR湯沢ゆきぐに

ロープウェイまで徒歩5分、展望温泉の宿
日替わり新潟の銘酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

春のゆきぐに会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,900円 12,900円
　　4/10
～6/30／
1名様プラ
ス1 ,000
円でベッド
ルームに
変更可

　　●日替わり新潟の銘酒飲み放題 
●ソフトドリンク飲み放題 ●GW期間
中は生ビールと新潟の銘酒飲み放題

展望大浴場展望大浴場※4/27～5/5利用は土・休前日料金に1名様
プラス1,500円（大人のみ）

お子様（小学生まで） 　　　     全日 7,000円

4/11～6/29／1室1名様利用は
プラス500円

朝定食をご用意

1泊朝食付 全日（右記除く） 4/27～5/5

1室2名～ 5,000円 6,000円

新潟県妙高市関川2275

0255-86-2113KKR 妙高高原 白樺荘新潟県
池の平温泉池の平温泉

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿
春のドライブ！ 観光の拠点に！！

　　　　 夕食は1名様プラス1,500円で
「幕の内弁当」をご用意可（予約制）

いもり池の水芭蕉いもり池の水芭蕉

★連泊の場合、2泊目以降1名様1,000円引（清掃・リネン交換なし）
★お子様（小学生まで）3,000円、ＧＷ5,000円

●いもり池の水芭蕉（4月下旬～5月上旬）
●艸原祭大かやば焼き（5/11）
●戸隠神社＆チビッ子忍者村（車40分）

謝恩プラン1泊朝食＆温泉付

湯沢高原
ロープウェイ
（4月下旬～）

●武田氏館跡歴史館
　（武田神社隣接）平成
　31年4月5日オープン
●市内各所にて
　「甲府開府500年」記念
　イベント開催

春の兼六園散策プラン

希少部位四種盛り会席プラン

特選飛騨牛ステーキプラン

●新穂高ロープウェイ（通年営業） ●上高
地（4月中旬～） ●乗鞍スカイライン
（5/15～） ●平湯大滝（通年営業） ●平湯
民族館（不定休）露天風呂露天風呂

ひつまぶしプラン

貸切風呂も
かけ流しの
温泉！
さらに利用が
無料！（要予約）

ＧＷも

　　モンドセレクション金賞受賞「甲府
市の水」1本プレゼント（大人のみ）

ＧＷ

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

長野県
上諏訪 KKR諏訪湖荘 

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

　　長野県産牛のヒレステーキ＆
リブロース食べ放題がメインの和風
会席コース

　　4/10～7/10（4/27
～5/5は別料金のため要
問合せ）／トイレ付客室利
用は1名様プラス1,000円

ハーフバイキング＆ソフトドリンク全10種類付

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,800円 10,800円
牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

※4/10～19利用は1名様プラス500円
お子様（小学生まで） 　　　  　     全日 7,000円

●諏訪大社（上社・
　下社とも車20分）
●SUWAガラスの里
　（車15分）

　　　牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン
長野県産長野県産

（7）

＋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
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

https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/izunagaoka-syabusyabuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/izunagaoka-gwfujisan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/numazu-ashitakagyuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/yuzawa-harukaisekiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/myoko-shaonplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/suwa-beefplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/kofu-kaifu500plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/11/kofu-fujigozen.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/kanazawa-haruplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/kanazawa-gwplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/hirayu-hidagyuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/gero-hidagyukaiseki.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/nagoya-hitumabusiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/nagoya-morningplan.html
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（8）　平成31年4月10日（8）　平成31年4月10日

※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（「KKRを見て」とお伝えください）

　　地元でとれた海の幸を使ったお料理

大阪府
森之宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122KKRホテル大阪
眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

　　4/10～6/26（4/27～30、
5/3・4除く）／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

大阪城を目の前に豪華な気分で夕食を

和食膳プラン
1泊2食 平日 土・休前日と5/1・2

1室2名～ 10,400円 12,400円
　　大阪城を望む12Fのレストランで季節の和食膳を
ご用意 ★1名様プラス2,000円で『本格四季会席』に変更可

健康一番朝食付プラン
1室2名～
平日7,300円
土・休前日と5/1・29,300円

※4/27～30、
　5/3・4除く

和食膳（一例）和食膳（一例）

客室客室

1泊素泊まり

シングル
1室1名
セミダブル
1室2名

クイーンダブル
1室2名
ツイン
1室2名

平日（日・月・火）
右記除く

6,000円
4,000円
5,000円
5,500円

平日（水・木・金）
右記除く

7,500円
5,000円
6,000円
6,500円

土・休前日と
4/28～5/2、5/5

8,500円
6,000円
7,000円
7,500円

４．５．６ 春プラン

大和牛会席プラン 春のお得なプラン

坊ちゃん会席プラン

組合員限定
　　 4/10～6/30／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）※4/27、5/3・4利用は別料
金のため要問合せ ※6/1からお1人
様7,560円以上の場合、別途、宿泊税
（1泊あたり100円）をお預かりします
　　　  朝食に1階『タリーズ
コーヒー』の洋食セット1食
830円（7:00～11:00）

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800KKR ホテル梅田大阪府

梅田
大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631KKR城崎 玄武兵庫県
城崎温泉

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

1泊2食
1室2名～

(トイレなし和室)

土・休前日と4/27～5/2

9,900円
平日

8,900円

　　4/10～6/30（5/3～5は別料金
のため要問合せ）／1室1名様利用（平
日のみ可）、T付客室利用は1名様プラ
ス1,000円

外湯「さとの湯」外湯「さとの湯」

愛媛県
松山・道後温泉

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

089-941-2934KKR 道後ゆづき
名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

　　4/10～6/30（4/27
～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）

いで湯とお城と浪漫漂う文学の街松山

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,650円 14,150円
　　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

熊本県
熊本

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

096-355-0121KKR ホテル熊本

話題のくまもとの「赤」名物料理3コース

　　熊本の「赤」郷土食材を使用した選
べるコース3種… (和）馬刺し、(洋）赤牛
のステーキ、(中）熊本名物「太平燕」

　　●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1本付

　　4/10～6/30／城側客室は1名様プ
ラス1,000円／1室1名様シングル利用
はプラス500円／2日前まで要予約／電
話予約限定 ※4/27～5/5利用は要問合せ

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,000円 13,000円

選べるコース3種選べるコース3種

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361KKR  ホテル博多福岡県
博多

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

  　 ●宿泊中の駐車場料金
無料 ●レストランでワンドリ
ンクサービス
  　 4/10～5/31／和室・デラックスツイン
ルームのご利用は1名様あたりプラス1,000円

和創り「萌木」の旬の料理でおもてなし

  　 ●4月は味彩牛のステー
キや豪快なスペアリブ、旬の
桜鯛のお造り（ステーキ、スペ
アリブ、桜鯛は1名様分での提
供）＆25種類の食べ放題 
●5月は毎回人気の『にぎり鮨
バイキング』

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

9,900円
12,100円

健やか朝食付プラン
1泊朝食付 1室2名～※1日限定3組
平日6,700円 土・休前日8,800円

6/30
まで

5/31
まで

朝食付がまだすプラン
1泊朝食付 1室2名～
平日7,400円 土・休前日8,400円

※熊本弁でがんばるの意味

萌木 4月の料理萌木 4月の料理

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

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

奈良県
奈良

奈良県奈良市高畑大道町1224

0742-22-5582KKR奈良みかさ荘
奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

　　4/10～5/31
／1室1名様利用は
プラス1,000円

新緑の日本庭園を眺めながら会席料理をお楽しみください

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 13,300円 14,300円
　　メインが大和牛
ステーキの会席料理

大和牛会席大和牛会席

自慢の2食付自慢の2食付

山口県
湯田温泉

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268KKR 山口あさくら
良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

　　4/10～6/30（4/27～5/5は別
料金のため要問合せ）

家族みんなに嬉しい特典満載のお得なプラン

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 13,350円 15,350円
Aお子様 9,345円 10,745円
Bお子様 6,675円 7,675円
　　夕食は月替わりの会席料理(全12品)
●Aお子様：子ども会席
●Bお子様：エビフライステーキセット

★4/27～5/5利用はお1人様15,300円

※5月利用は大人プラス1,000円、Aお子様プラス700円、Bお子様プラス500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）

●大阪城公園（徒歩1分）
●道頓堀（電車20分）
●通天閣（電車20分）

月替わり月替わり

三重県
鳥羽

春春

坊坊

●鳥羽水族館・ミキ
モト真珠島（車8分）
●伊勢神宮「内宮」
「外宮」「おかげ横丁」
（各車35分）

アドベンチャー
ワールド
（車10分）

三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226KKR鳥羽いそぶえ荘
鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

　　伊勢海老の姿づくり、
鮑の柔らか陶板焼き、松
阪牛の陶板焼き、鯛飯茶
漬けなど、地元食材を使
用した会席料理(9品）

　　4/10～6/30
／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

三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」

1泊2食 平日 土・休前日と4/27～5/5

1室2名～ 14,850円 16,350円
お子様

（小学生まで） 6,000円 6,500円
　　4/10～5/31（5/3・4
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

　　お1人様に1個・鮑と鮮魚のお造り

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383KKR 白浜 美浜荘和歌山県
白浜温泉

“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

1075

226
和歌和歌山和歌
浜温浜温浜温白浜浜温

牟婁郡白浜

39-42
る宿

和歌山県西牟

073KKR白浜 美浜荘山県山県山県
温温温泉

“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能でき
海幸の女王『鮑』を贅沢にも1名様に1個ずつご用意

伊勢海老と牛陶板焼き
豪華会席プラン

1泊2食 1室2名～

鮑のお造り会席鮑のお造り会席伊勢海老伊勢海老

14,800円～
★お子様（小学生）は6,300円～

三重県鳥

059鳥羽いそぶえ荘
一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
ごと堪能「三大グル大グルグルグルグルグルグ メプラン」

平日 土・休前日と4/27～5/5

850円 16,350円
000円 6,500円 伊勢海老海海老老海海伊勢伊勢海伊伊勢海老老老老老老海老勢海老海老

美し国プラン
うま

温泉情報温泉情報
稀有な高アルカリ度
「pH値9.7」を誇る
榊原温泉の湯（一晩
中入れます）

稀有な高アルカリ度
「pH値9.7」を誇る
榊原温泉の湯（一晩
中入れます）

紀州春色！紀州春色！あわびのお造り会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,800円 11,800円
小学生（お子様定食） 　　　 　全日　6,300円～

4/27
～5/5

GW
限定

　　道後
スペシャルプラン
1泊2食 1室2名～16,600円

※3日前まで
　要予約 4/27

～5/5

6/26
まで

奈良連泊プラン
1泊2食 1室2名～ 平日
1泊目 11,300円
2泊目以降10,300円

6/30まで
※土・休前日利用は
プラス1,000円
※4/27～5/5利用
はプラス2,000円

やまぐち維新
プレミアム会席プラン 1泊2食 1室2名～
平日

薩長土肥

14,850円土・休前日16,850円

　　7つの外湯めぐり無料券プレゼント
●1名様プラス2,000円で『但馬牛しゃぶしゃぶ
会席』に変更可（2名様より） ●1名様プラス
3,000円で『焼きがに会席』又は『紅ずわいがに
姿盛り御膳』に変更可 ※前日午前中まで要予約

わくわくファミリープラン特典付
　　●大人は夕食時ワンドリンクサー
ビス（日本酒orソフトドリンク） ●チェッ
クイン14:00、チェックアウト翌11:00 
●小学生は夕食時にこどもビール(炭
酸飲料)1本 ●小学生未満にはお子様
ランチ（1名様分）とアイスクリーム券

6/30
まで

※4/27～5/5は別料金のため要問合せ

道後温泉本館（徒歩10分）
道後REBORNプロジェクト 
火の鳥オブジェ＆ライトアッ
プ（18:00～21:30）

坊ちゃん会席坊ちゃん会席

ディナーバイキングプラン

熊本県熊本市中央区千

096-35KRホテル熊本

もとの「赤」名名名名名物料理物料理物料理物料物料物料物料 3コー3コースス

赤」郷土食材を使用した選
種… (和）馬刺し、(洋）赤牛

　 ●お子様に「プチプレゼント」
の駐車場料金無料●白川水源「く

平日 土・休前日

2,000円 13,000円

選べ選べ選べ分分歩77分歩徒城を目前に臨み、繁華街まで徒ま城を城を目前に臨み、繁繁華街華街まで徒徒歩77分徒歩で徒歩徒歩7分分分歩7分7分

えらべるコース3プランくまもとの「赤」名物料理！

伊勢海老＆鮑＆松阪牛

※4/27・28利用は別料金

ＧＷ

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/toba-umasikuniplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/sshirahama-awabiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/shirahama-kaisekiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/456.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/osaka-washokuzenplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/osaka-moningplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/nara-yamatogyuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/nara-renpakuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/kinosaki-haruplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/yamaguchi-familyplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/post-110.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/dougo-bochanplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/dougo-gwplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/hakata-dinnerbuffetplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/hakata-breakfast.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/kumamoto-3courseplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/20160317-kumamotojyoplan.html



