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●市電に乗って函館市内観光（乗り場ま
で徒歩4分）●函館山夜景観光バス（大
人 1,800円／当日予約可）

　　お造り～焼き物、鍋、新鮮なお刺身など、
海の幸の味覚満載 ★ご夕食はお部屋出しでご用
意（レストランに変更も可）

食事

1泊2食 1室2名～ 7月・8月 9月

14,500円平日 15,500円

第891号（4）　令和元年7月10日（4）　令和元年7月10日

川湯温泉は、硫黄、鉄、硫酸塩、
塩化物を多量に含む強酸性泉
で、古くから湯治湯として知られ
る名湯です

●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45分）
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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）

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

北海道
川湯温泉

品数は控えめで上質な味わいの特別メニュー

和の味覚会席プラン

　　7/1～9/30／1室1名
様利用はプラス1,500円
／特別室利用は1名様プラ
ス2,000円／2日前まで要
予約

　　知床和牛と握り寿司が付いた会席料理
条件
食事

1泊2食 平日 土・休前日と8/10～17

12,330円1室2名～ 11,830円

お得なプランで温泉も食事も函館も堪能

旬の素材をレストラン食で
で温泉も食事も函館館も函館館も函館も函館館も函館館も函館も函館函館館館館も堪能も堪能も堪能も堪能も堪能堪も堪能も堪能も堪能も堪能堪能堪堪能堪能堪能

トラン食で函館満喫得々プラン

絶品！海の幸御膳プラン

　　元産の食材をたっぷりと使った和食膳

　　3日前まで要予約条件

食事

1泊2食 1室2名～ 7月・8月 9月

10,500円平日 11,500円

赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋プラン
　　美味しさボリュームともに
満足の赤城山麓牛しゃぶしゃぶ鍋 
★冷えたビールによく合います（別料金）

食事

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484KKRはこだて

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

北海道
函館･湯の川温泉

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR蔵王 白銀荘

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

山形県
蔵王温泉

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345KKR水上 水明荘

天然温泉100％＆涼風に包まれた静かな一軒宿

新鮮なお刺身新鮮なお刺身

家族で
楽しむ夏♪
家族で
楽しむ夏♪

お部屋食で新鮮な海の幸を堪能！ これぞ北海道の味覚！

釧路川源流川下り釧路川源流川下り
★原始の自然を残す
釧路川源流部を
経験豊かなガイドが
ご案内します

★原始の自然を残す
釧路川源流部を
経験豊かなガイドが
ご案内します

※屈斜路ecoツアーズが実
施するもので手配・媒介・取
次を行うものではありません

※屈斜路ecoツアーズが実
施するもので手配・媒介・取
次を行うものではありません

5,000円～5,000円～
90分

和の味覚会席和の味覚会席

海の幸御膳（1～2名様盛り）
※人数や仕入れにより変更あり
海の幸御膳（1～2名様盛り）
※人数や仕入れにより変更あり

7/1～9/30／土・休前日
利用は1名様プラス1,500円

条件

夏真っ盛り！ ビールとともにお召し上がりください

蔵王牛鉄板焼き、鮑とフカヒレの蒸し物を
加えた会席膳

食事

標高880m 高原リゾート蔵王で大自然を家族で楽しもう

蔵王高原プラン

夏の特選会席プラン

　　旬の日替わり会席をご用意 
★ジューシーで旨味たっぷりの蔵王名物
生ラムジンギスカン鍋（お肉300g）に同
料金で変更可

食事

1泊2食 平日 土・休前日

9,800円1室2名～ 8,800円
1泊2食 平日 土・休前日

14,450円1室2名～ 12,750円

ラフティング体験付プラン

　　群馬の食材を中心にした献立

★ラフティング半日体験 大人7,000円、
小学生5,000円を含みます
食事

みなかみにアウトドアの夏がやって来た！

1泊2食 全日 大人 お子様（小学生）

13,800円1室2名～ 18,450円
1泊2食 平日 土・休前日

12,000円1室2名～ 11,000円

期間限定！ 贅沢食材の料理長特選メニュー

　　7/1～9/30／1室1名様利用は
プラス1,000円 ／Tなし客室は1名
様1,000円引 ※8/1～8と8/18～
24利用は土・休前日料金に1名様プ
ラス1,000円 ※8/9～17利用は土・
休前日料金に1名様プラス3,000円

条件

5,000円
キッズステーキディナープラン

同伴のお子様（小学生まで）1泊2食
★お子様に花火セットプレゼント

7/20～8/31

7/1～9/30
（8/10～13除く）

群馬県
水上温泉

　　4日前まで要予約／3日前から
キャンセル料発生
条件

条件

★小学生（身長110cm以上）から参加可
※詳細は、ウィズ・スポーツ
　（TEL 0278-72-5312）へお尋ねください
※詳細は、ウィズ・スポーツ
　（TEL 0278-72-5312）へお尋ねください

宿泊翌日

ラフティング半日体験ラフティング半日体験

お釜までドライブ（約50分）お釜までドライブ（約50分）

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/kawayu-mikakukaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/hakodate-tokutokuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/hakodate-uminosachi-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-125.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/04/post-112.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/12/minakami-syabusyabunabeplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/minakami-rafting-plan.html


※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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夏といえば湘南！ とっておきの夏休み

夏は江ノ島プラン

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン

1泊2食 大人（平日） 小学生（全日）

6,150円
幼児 3歳以上（全日）

5,650円1室2名～ 9,500円

1泊2食 大人（平日） 小学生（全日）

6,950円
幼児 3歳以上（全日）

6,050円1室2名～ 11,650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 

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350KKR宮の下

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

神奈川県
箱根

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKRホテル熱海

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

当館から歩いて行ける♪水族館チケット付のお得なプラン

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン
お1人様ずつ伊勢海老・鮑・金目鯛が付く豪華プラン

 　　7/1～9/30／BT付客室
利用は大人1名様プラス
1,000円／1室4名様利用は大
人お１人様500円引／6畳利用
は大人1名様500円引 
※7/21～26、8/18・19・21～
23・25～30利用は、大人1名様
プラス1,000円 ※土・休前日、
7/28～8/2、8/4～8利用は、
大人1名様プラス2,000円 ※
7/27、8/3・9～17・20利用は、
大人1名様プラス4,500円

条件

夏だ！ 熱海だ！ プール無料！

●箱根登山鉄道沿線のあじさい（7月中旬頃）
●箱根ラリック美術館（車10分）
●星の王子様ミュージアム（車10分）
●箱根湿生花園（車10分）

お子様から大人の方も楽しめる！

寄木細工体験プラン

　　創作会席料理をご用意

1名様プラス5,000円で“半露天風呂付特別室”
へ変更可（2名様から）

食事

　　7/10～8/31／1室1名様利用はプラス
1,500円（7月平日のみ予約可）／2日前の15:00
まで要予約 ※8/1～8と8/19～30の平日は平
日料金に大人1名様プラス200円 ※7/13・14、
8/10～17は別料金のため要問合せ

条件

　　夕食は日本料理または
中国料理から選べます

　　7/20～8/31

　　●夏野菜カレー（甘口）
食べ放題 ●キッズスペース
遊び放題条件

食事

特典

5,280円小学生（全日） ベッド利用
無料添い寝

東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKRホテル中目黒

緑に包まれた都心のビジネスホテル

東京都
中目黒

ファミリーでの東京滞在にぴったり

お得な添寝無料プラン

　　朝食は和食ビュッフェを
無料サービス（7:00～9:00）

ツインルームベッド利用2名様に同伴の
小学生は添寝無料

食事

おしゃれな街 中目黒を散策しよう

1泊サービス朝食付 1室2名（ツイン） 全日

大人 6,600円

1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブル） 6,500円

小学生添寝無料小学生添寝無料

火曜日から土曜日の15:00から30分毎に中目黒
駅近く出発、最終22:00 中目黒駅正面口右バス
停先TSUTAYA横⇒ホテル ※ホテル公式HPに
ご案内あり又はお電話ください

　　7/1～9/30／3日前まで要
予約／プラン併用不可
条件

特典

　　レイトチェックアウト12時まで特典
●全室大型テレビ CS5チャンネル視聴無料 
●全室有線LAN、Wi-Fi完備 ●男女別共同浴室あり

外観外観

●港の見える丘公園（施設隣）●山下公
園・横浜中華街（徒歩10分）●カップヌ
ードルミュージアム（電車20分）●八景
島シーパラダイス（電車30分）

　　ビアガーデンでバーベキュー！ ★横濱ブラック
カレー・サラダ・かき氷など食べ放題フードバー付 ★キリ
ン一番搾りなど22種類のドリンクが飲み放題（2時間）

★未成年者割引、お子様料金は要問合せ
食事

夜景の見えるレストランでシェフのおすすめコースを満喫

横濱カジュアルフレンチ夕食付プラン

スタンダードＢＢＱ夕食付プラン

　　オードブル・メインのお料理・デザートなど食事

1泊2食 平日 土・休前日

13,500円1室2名～ 11,500円

1泊2食 平日 土・休前日

15,880円1室2名～ 13,880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

港の見える丘公園の一角に位置するホテル
神奈川県
横浜

港が見える「ビアガーデン」で、ジュウジュウＢＢＱ！

　　モーニングコーヒーをサービス
　　7/1～9/30（7/13～15除く）
／海側和室／山側和室、1室3名様
利用は割引あり／3日前まで要予
約 ※7/16～8/17、9/14・15・
21・22は特別料金のため要問合せ

条件
特典

カジュアル
フレンチ
カジュアル
フレンチ

メトロ竹橋駅
3b出口直結
メトロ竹橋駅
3b出口直結

神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042KKR逗子 松汀園

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

神奈川県
湘南･
逗子海岸

逗子海岸海水浴場へは歩いて3分

ファミリービーチ逗子プラン

八景島シーパラダイス
ワンデーパス付プラン

　　あわびor葉山牛サーロイン
陶板焼きが付いた会席コース
食事

1泊2食 7/1～12の平日と9/1・2 土・休前日と7/13～8/31

12,480円1室2名～ 9,980円

1泊2食 7/1～12の平日と9/1・2 土・休前日と7/13～8/31

16,880円1室2名～ 14,380円

4つの水族館とアトラクションが楽しめる

　　7/1～9/2／トイレ付客室利用はプラ
ス1,100円／3日前まで要予約 ※7/13・
14・20・27、8/3～17・24・31利用は土・休
前日料金に1名様プラス1,000円 ★シニア・
中学生・幼児料金は、お問い合わせください

★通常大人5,050円の
八景島シーパラダイス
ワンデーパス付

条件

海水浴★日帰りプラン
畳でごろごろ＆ランチ付

※組合員割引あり／
詳細は施設に要問合せ

逗子海岸 ウォーターパーク逗子海岸 ウォーターパーク

由比ガ浜由比ガ浜

箱根箱根

1泊2食

土・休前日と
7/30～8/9、8/16～20

8/10～15

平日

1室2名～

11,800円
16,300円
18,300円

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321KKR鎌倉わかみや

湘南鎌倉の和風リゾートホテル、熱海の湯でほっこり癒しのお宿
海まで２分！ 駐車場無料！ 温水シャワー無料！

ゴーゴービーチプラン

　　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
可 ★1名様プラス2,000円でグルメ
会席（黒毛和牛のすき焼き・ステー
キ・しゃぶしゃぶ、金目鯛のしゃぶしゃ
ぶ から選択） ★小学生のお子様はお
子様定食（3種類からチョイス）

　　未就学のお子様に
●添い寝無料、ご飯＋ふりかけサービス ●水遊び
ビニールプールご用意 ●砂遊びセットプレゼント 
●花火プレゼント ●お子さまアメニティ付 ●キッ
ズルームあり
　　7/1～8/31（7/10除く）
※7/8、8/5は室内プールが利用できません
条件

食事 特典

神奈川県
鎌倉

9,800円お子様（全日） 小学生
無料未就学・添い寝

8,300円お子様（小学生まで）子ども膳
7,100円お子様ランチ

屋内プール無料利用
券付付付付付付付付付付付付付付付付

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内プープープープープープープープープープープープープープープープープープープ ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無ル無料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利料利 券券用券用券用券用券用券用券券用券用券用券用券用券用券用券用券用券付付付付付付付付付付付付付付付付付付付屋内プール無料利用
券付

（小学生以上／2日
間有効）

（小学生以上／2日
間有効）

東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921KKRホテル東京

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

東京都
竹橋

アクセス至便のＫＫＲホテル東京から都心観光スポットへ

お部屋タイプおまかせサマープラン

　　皇居を眺望できる12Fレストラン
で和洋バイキングのご朝食(6:45～
9:00） ※4歳～12歳のお子様の朝食料金
は700円、3歳以下のお子様は無料

　　12歳以下の添い寝のお子様無料
　　7/1～8/31（土・休前日を除く）条件

　　7/1～9/30／3泊から利用可／
レギュラーツイン1室2名様の場合、お
1人様1泊プラス1,500円で皇居側デ
ラックスツインに変更可

条件

食事

和洋バイキングのご朝食：
お1人様 1,400円

オプション

1泊朝食付 1室1名 1室2名

9,400円平日 10,500円
7,900円日・祝日 8,500円

素泊まり 3泊4日  全日
1室1名

（デラックスシングル）
1室2名

（レギュラーツイン）

27,900円（延泊9,300円）
23,400円（延泊7,800円）

東京滞在をお得なプランで！ コインランドリー完備
3泊4日以上で
同じお部屋ならお得！ロングステイプラン

特典

　　アーリーチェックイン13:00特典

　　駐車料金無料
（6:00～チェックアウト日22:00）
特典

●海水浴なら片瀬東浜海岸（徒歩3分）
●ジャンボプールの辻堂海浜公園（車約10分）

★大人2,400円、小学生1,000円、3歳以上600円
相当の新江ノ島水族館チケット付

特定日Ａ　7/20・26・27・30、8/3・4・6・7・9・16・17・23・24・30・31
特定日Ｂ　8/5・8・10～15・18

　　和風会席料理、小学生
はお子様定食、幼児はランチ
プレート
　　駐車場は宿泊日とチェッ
クアウト日が終日無料＆荷物
預かり可

食事

特典

新江ノ島水族館
（徒歩12分）
新江ノ島水族館
（徒歩12分）

寄木細工ができるまでもわかるので、
夏休みの自由研究に役立つかも

寄木コースターキットで
思いのままに自分だけの
コースターを作ってみよう！

寄木コースターキットで
思いのままに自分だけの
コースターを作ってみよう！

1泊2食 平日 7月の土曜日

12,950円
8月の土曜日

14,250円1室2名～ 11,450円
1泊2食 右記以外 特定日Ａ

16,800円
特定日Ｂ

20,800円1室2名～
お子様

（小学生まで）

13,800円
10,800円 11,800円7,800円

静岡県
伊豆・熱海温泉

熱海サンビーチ（徒歩10分）
7/13海開き

1泊2食 平日 土・休前日

20,300円1室1名～ 17,300円
　　●伊勢海老のお造り ●金目鯛の煮付け(切身) 
●鮑の陶板焼き ほか（全8品）
食事

　　7/1～9/30（7/14・15、
7/20～8/31、9/14～16・21・
22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

条件

夏休みサマープラン
屋内温水プールOPEN屋内温水プールOPEN

ご宿泊者は無料ご宿泊者は無料
7/20～
8/31

　　●お子様に駄菓子引換券プレゼント 
●休憩室・駐車場・温水シャワー無料（要予約）
特典

飲み
放題付
飲み
放題付

カップルゆっくりプランカカ

（5）

＋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/2019/05/tokyo-summerplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/tokyo-longstayplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/nakameguro-soinemuryoplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/nakameguro-couple-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/yokohama-casual-french-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/yokohama-bbqplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-113.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/post-129.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/kamakura-bearchplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/enoshima-summerplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/enoshima-suizokukanplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/miyanoshita-yosegizaiku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/atami-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-127.html


＋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891号（6）　令和元年7月10日（6）　令和元年7月10日

近くはぶどう狩り♪渓谷めぐりはお車で！

甲州牛会席四季彩膳プラン

山梨県甲府市塩部3-6-10
055-252-1327KKR甲府ニュー芙蓉

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

甲府の四季を感じる贅沢なご夕食が魅力
　　7/1～9/30（8/10～15利用
は要問合せ）／1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用
可）／T付客室利用は1名様プラ
ス1,000円

条件

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR沼津はまゆう

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

全日　6,000円お子様（小学生まで）

全日　7,000円お子様（小学生まで）

お子様が大将お子様が大将

●湯沢高原アルプの里（ロープウ
ェイまで徒歩約10分） ●レジャー
プールオーロラ（車約20分） ●湯
沢フィッシングパーク（車約15分）

●日本の滝百選「苗名滝」（バス10分） ●イルミネーション「アパリュージョン2019」
（車25分) ●笹ヶ峰高原（車35分） ●上越市立水族博物館「うみがたり」（車45分）

　　大人の方は調理長のおまかせ御膳コ
ース ★お子様はピザとお子様食 ★目の前で焼
き上げるピザは家族みんなが食べ放題

食事

僕と私がピザ職人プラン

1泊2食 平日 土・休前日

9,850円1室2名～ 8,850円

1泊2食 平日 土・休前日

11,400円1室2名～ 9,900円
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424KKR湯沢ゆきぐに
谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿

　　●生ビール飲み放題 ●ソフトドリン
ク飲み放題 ●お子様に花火プレゼント
　　7/29～
9/30／土・休
前日利用は大
人1名様プラ
ス1,000円

条件

特典

手巻き寿司＆
ところてん
手巻き寿司＆
ところてん

新潟県妙高市関川2275
0255-86-2113KKR妙高高原 白樺荘

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿
1泊朝食付！ 源泉かけ流しの宿

名湯と涼を感じる2連泊オアシスプラン

朝食は和定食食事

1泊朝食付 大人 小学生

5,000円1室2名～ 5,350円

2泊2朝食付 大人 小学生

10,000円1室2名～ 10,200円

1泊2食 平日 土・休前日

9,950円1室2名～ 8,950円

山あり、海あり、温泉あり
　　7/2～9/29の水～日曜日（月・
火曜日は休館、8/12・13は営業)／1
室1名様利用は1泊あたりプラス
500円／エアコン付客室は1室プラ
ス500円 ※8/10～14利用は1名様
プラス1,000円
★未就学のお子様は添寝無料

条件

アパリュージョン2019アパリュージョン2019

ピザピザ

全日　7,000円お子様（小学生まで）

1泊2食

7/13・14・20・27～31、
8/1・2・4～9・16・18～21・24
7/15、8/3・10～14・17

7/12・16～19・21～26、
8/22・23、8/25～9/6、9/8

1室2名～

9,800円
10,800円
13,800円

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259KKR諏訪湖荘

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付 　　●ステーキ

から寿司・デザー
トまで、約40種類
が食べ放題
●生ビール・信州
ワイン・ソフトドリ
ンクが飲み放題
　　7/12～9/8
（8/15、9/7除く） 
★夏のお子様
イベント開催

条件

食事

　　当館1番人気、長野県産牛
食べ放題の和風会席コース
　　7/1～7/10、9/10～9/30／
1室1名様利用はプラス500円
条件

食事

長野県
上諏訪

山梨県
甲府

新潟県
越後湯沢温泉

新潟県
池の平温泉

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010KKR伊豆長岡 千歳荘

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
お子様が作って食べる「手巻き寿司」で

夏の思い出を

オリジナル手巻き寿司を食べるッ！プラン
　　厳選した素材を使い、お子様が作
って食べる「手巻き寿司」 ★自分で天突
きを使って食べる「ところてん」付（酢・黒蜜） 
※大人の方には通常の料理も付きます ※ご
希望により寿司を「お子様定食」に変更可
　　7/20～8/18条件

7/1～9/30（8/10～15除く）／
3日前まで要予約

条件

食事

新登場！ お肉を食べて熱い夏を乗り切る

牛・豚と夏野菜で焼しゃぶプラン
　　●貸切風呂もかけ流しの温泉！
利用無料（要予約） ●3歳以下のお
子様は添寝無料（食事なし）

特典

静岡県
伊豆長岡温泉

静岡県
沼津

※8/10～15利用は土・休前日料金に大人お1人様
プラス3,500円

牛や豚の焼しゃぶで野菜を
巻いて、塩ポン酢でさっぱりと！

食事

カキ氷無料・卓球無料
7/26～8/25条件

特典夏休み限定！ 新鮮な海鮮類から好きなものを選んで作ろう

夏のはまゆう満喫プラン
1泊2食 8/19～23・25

1室2名～ 11,350円
お子様（小学生まで）全日 8,500円

海鮮バイキング付海鮮バイキング付

※上記以外は1名様12,850円～16,350円

　　桜海老・しらす・まぐろ
などを使って自分だけの海
鮮丼が作れます ★お子様には
パフェ付（夕食付のお子様のみ）

食事

あしたか牛を存分にお楽しみください！

1泊2食 8/19～23・25

1室2名～ 14,650円
※上記以外は1名様16,150円～19,650円

プレミアム地産牛
が90分食べ放題！

食事

あしたか牛ステーキ
食べ放題付会席プラン

★ビーチパラソル・ビーチチ
ェアなど無料貸出 ★スワン・
フラミンゴなど大きな浮輪あ
り（有料貸出）

生ビール飲み放題＆ピザ食べ放題好きな具材をトッピング

1泊2食 平日 7/29～8/9 8/10～8/17

13,200円
8/18～9/30

9,200円1室2名～ 10,200円

6階客室は
新幹線

トレインビュー

6階客室は
新幹線

トレインビュー

★夕食はわんちゃんが
寂しがらないお部屋出し
※お問い合わせは施設まで

5階フロアは  
ワンちゃん同室専用客室

9,800円~
1泊2食

ぶらっと楽しむ大自然ありがとうプラン

●お子様に花火プレゼント 
●大人の方に「妙高サブレ」サービス

特典

※2泊目の清掃・
リネン交換は
ありません

すわっこ祭りバイキングプラン

全日　7,000円お子様（小学生まで）

ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

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

　　BT無和室／T付客室利
用は1名様プラス1,000円
条件

1泊2食 平日 休前日

10,800円1室2名～ 9,800円

諏訪湖で連日
花火が上がる！

7/21～8/25は

諏訪湖まで徒歩1分
　　地の食材を生かした和会席食事

1泊2食 平日 土・休前日

10,950円1室2名～ 9,950円
　　高級和牛『甲州牛』と地元産新鮮野菜とのコラボレーション食事

●桃狩り（7月上旬） ●ぶどう狩り（7/20頃から）提携ぶどう園送
迎付＆試食無料 ●渓谷巡り（西沢渓谷・尾白川渓谷・板敷渓谷）

お子様プラン1泊2食

6,000円小学生 5,300円幼児

同伴の

四季彩膳四季彩膳

あしたか牛食べ放題会席あしたか牛食べ放題会席

夕食お弁当各種
650円～（要予約）

オプション

甲府の夏富士御膳プラン

歩いて3分で
海水浴場あり

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）
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/izunagaoka-temakizushiplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/izunagaoka-yakisyabuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/numazu-steakplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/numazu-kaisenvikingplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/yuzawa-pizza-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/index.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-116.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/2-1.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/suwako-vikingplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/kofu-fujigozenplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/kofu-shikisaizenplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/package/


※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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7/1～8/31
（8/16除く）の
月・水・金
★宿泊料金にプラス
1,800円で参加可能
（夕食17:30）

夏休みにしっかり食べて、海水浴で楽しもう！！

牛陶板焼きと海の幸の豪華会席プラン

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

滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020KKRホテルびわこ

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

滋賀県
琵琶湖

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

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
量をおさえて、質の高いものを揃えました

唐崎駅から京都駅まで電車で14分

近江牛をタップリ味わおう！！

近江牛しゃぶしゃぶ／すき焼／ステーキプラン

　　夕食は、●近江牛しゃぶしゃぶ ●近江牛すきやき 
●近江牛ステーキ膳 からお選びください！
食事

　　7/1～9/30／客室定員利用 
※7/13・14、7/19～8/22、
9/14・15・21・22利用は要問合せ

条件
　　●前菜7種 ●ぼたん鱧 ●お造り 
●赤むつ塩焼、鮎塩焼 ●夏野菜冷し鉢 
●牛ヒレ肉網焼 など夏の逸品
※仕入状況等により献立が変更の場合あり

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

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿
最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

和会席プラン

豪華飛騨牛メインのコース

奥飛騨奥飛騨

楽しく学ぶ！楽しく学ぶ！

●21世紀美術館（バス10分） 
●忍者寺（バス20分） ●かつ
やま恐竜の森・福井県立恐竜
博物館（車90分）

●ゆけむり朝市（徒歩3分） 
●飛騨小坂の滝めぐり（車40分） 
●下呂温泉合掌村（徒歩3分）

●平湯大滝（徒歩30分） ●上高地（バ
ス30分） ●新穂高ロープウェイ（バス
30分） ●乗鞍畳平（バス50分）

●金シャチ横丁（徒歩5分）
●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）

1泊朝食付 平日 土・休前日

9,000円1室1～3名 8,000円

1泊2食 平日 土・休前日

12,000円1室1～3名 11,000円

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR下呂しらさぎ 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

世界中の海の仲間に会いに行こう！

食事

1泊朝食付 平日 土・休前日と8/10～17

9,500円1室2名～ 8,500円

1泊2食 平日 土・休前日と8/10～17

10,500円1室2名～ 9,500円

1泊2食 大人 お子様（小学生まで）

7,300円～1室2名～ 13,800円～

1泊2食 1室2名～ 7/1～19、9/1～30 7/20～31

12,200円平日 11,800円

1泊2食 7・9月の平日 8月と土・休前日

15,800円1室2名～ 14,800円

特選しゃぶしゃぶ特選しゃぶしゃぶ

近江牛を満喫近江牛を満喫 夏の美味夏の美味

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

三重県
鳥羽

和歌山県
白浜温泉

岐阜県
下呂温泉 愛知県

名古屋

石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261KKRホテル金沢

小学生のお子様添い寝無料！

夏休みお子様歓迎プラン
　　朝食は
和洋のブッフェ 
★話題の「金沢カレ
ー」もご用意 
※添い寝のお子様
の朝食料金900円

食事

金沢城の石垣が見えるレストランで夕食を

金澤フレンチプラン

　　7/1～9/30（7/13・
14、8/10～17、9/14・
15・21・22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

条件

※7/14利用は1名様21,000円
※7/15・16、8/12・13利用は1名様19,000円

1泊2食 日～木曜日 金曜日

15,400円
土・休前日

17,200円1室2名～ 14,400円
1泊2食 1室1名～ 平日

16,800円8/4～11・14・15・17
7/1～13、7/17～8/3、

8/18～31 15,800円

京都府
京都

真っ白でサラサラの砂浜
白良浜海水浴場（徒歩2分）

　　7/1～8/30（8/16除く）
／土・休前日プラス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

条件

悠月会席プラン

石川県
金沢

岐阜県
平湯温泉

※土・休前日利
用は1名様プラ
ス1,000円 ※
8/1・2・18～31
利用は全日お1
人様13,200円 
※8/3～17利用
は全日お1人様
14,700円

※8/3～17利用は別料金のため要問合せ

　　4日前まで要予約条件

平湯温泉バスターミナル
無料送迎（要予約）

7/1～9/30条件
送迎

A5飛騨牛が1品付、奥飛騨ならではのグルメ
和会席コース

食事

　　A5飛騨牛特選しゃぶしゃぶ150gが付いたコース 
★ステーキ・すき焼きに予約時変更可
食事

特選飛騨牛しゃぶしゃぶプラン

夏休みプラン

　　●駐車場料金無料 ●1室
2名様以上は名古屋城側客室
特典

ひつまぶしプラン
大人気の「なごやめし」をリーズナブルにご堪能

　　リビング付
ツインルームは
別料金

条件

牛陶板焼きや鮑などの豪華会席
★8/10から「鮑」が「伊勢海老」に替わります

食事

金沢カレーもあるよ

　　●小学生以下アメ掴み取り！ 
●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

●加 賀 会 席
（プラス900円） 
●のどぐろ会席
（プラス3,100
円） ●能登牛
和洋会席（プ
ラス5,900円）

　　金沢のお祝い料理「唐蒸」を近江町市
場の鮮魚で洋風仕立てに
食事

は
フェ

よ
ホテルで

金箔体験ケ
ーキも

できるよ
（900円）

ホテルで

金箔体験ケ
ーキも

できるよ
（900円）

なごみ

夏の味覚をお楽しみください

飛騨川天然鮎の塩焼き会席プラン
飛騨の夏をお楽しみください

1泊2食 1室1名～ 7/1～8/9 8/18～9/30 特別謝恩価格

10,500円平日 11,800円
　　●飛騨牛冷しゃぶ ●トマト鍋 ●鮎の塩焼き 
ほか（全7品） ※9月からは秋の献立でご用意
食事

1泊2食 平日 土・休前日と8/12～15

15,700円1室1名～ 14,700円
　　●飛騨川天然鮎塩焼き ●鮎の洗い ●鮎釜飯 
ほか（全9品）※9月・10月は『きのこスペシャル会席』を予定
食事

巧味会席プラン

　　7/1～9/30（8/3・10～15、
9/21・22除く）／土・休前日利用は1
名様プラス1,000円

条件

7/1～8/31条件

通常11,800円→ 巧味会席巧味会席

全日　7,500円お子様 小学生まで
全日　1,050円3歳以上添い寝

名古屋港
水族館
入場券付

名古屋港
水族館
入場券付

　　水族館は月曜日休館（休日の場合は翌火曜日）
／大人4名様以上で和室利用可／3日前まで要予約

　　朝食は和洋バイキング
条件

　　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
名古屋の名物料理

食事

　　7/1～9/30条件

シャチ（写真提供：名古屋港水族館）シャチ（写真提供：名古屋港水族館）★名古屋港水族
館入館券付（大人
2,000円相当）

選べて楽しい♪選べて楽しい♪ 夏休み限定夏休み限定

鳥羽みなとまつり（7/26）

★敷地内からご覧いただけます♪
★大迫力の安楽島エリアは8/8～12

　　 6畳BT無客室利用／ T
付8畳利用は大人1名様プラ
ス1,000円／ BT付10畳利用
は大人1名様プラス2,000円

条件

　　 海鮮会席料理　　  

海水浴＆プールか水族館のチケット付

夏のファミリー&カップルプラン
11,000円 12,500円

平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

中学生（大人料理）全日10,000円 小学生（お子様料理）全日7,500円

　　 7/1～9/1（7/26、8/8～18除く）／
海水浴＆プールは提携ホテル営業日のみ
条件

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

14,850円 6,000円
1室2名～ 小学生（お子様料理）1泊2食 1室2名～

平日

16,350円 6,500円土・休前日と
7/26、8/8～18

　　 7/1～8/31（7/26、8/8～18利用
は要問合せ）
条件

　　 7/13～8/31 ／ 2日前まで要予約条件

パンダの赤ちゃんに会いに行こう！

四季めぐり会席プラン
1泊2食 大人 お子様（小学生まで）

8,800円～1室2名～ 16,300円～
お造り3種盛りに「鮑」を
お1人様に1個ご用意

食事

鮑付鮑付

　　 7/1～9/30（8/10～18除く）／
中高生・幼児料金はお問い合わせください
条件

贅沢な三重県3大食材を堪能できるグルメプラン

美し国プラン
うま

三重県をまるごと堪能

●鳥羽シーサイドホテルの海
水浴＆プール(移動5分)また
は鳥羽水族館(移動10分)の
チケット付（通常大人2,500円
相当） ●手持ち「花火セット」
プレゼント（ご家族に1セット）

　　お子様の夕食はお子様定食食事
　　 1室1名様利用はプラス
1,000円／ T付8畳和室
条件

アドベンチ
ャー

ワールド(車
10分)アドベンチ
ャー

ワールド(車
10分)

★大人4,5
00円、

小人2,500
円相当の

入園券付
★大人4,5

00円、

小人2,500
円相当の

入園券付

※詳細は直接施設にお問い合わせください

京都・びわこ共通宿泊割引券
（3,000円）が組合員限定
KKR宿泊割引券（2,000円）と併用可能

　　和室大人4名様以上ご利用で鯛の薄造りサービス特典

琵琶湖を望む大浴場と露天風呂
美肌で評判のKKRホテル熱海の
自家源泉を直送しています

8,000円~

お子様
宿泊プラン
同伴のお子様
（小学生まで）1泊2食 7/1

から

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

すき焼きすき焼き

ステーキステーキ

悠月会席悠月会席

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

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

鳥羽湾毎夜連続花火（8/3～25）

嵐山鵜飼観賞

巧

＋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 （7）

https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/kanazawa-kidssummerplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/kanazawa-frenchplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/hirayu-nagomi-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/hirayu-syabusyabu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/gero-takumi-kaiseki.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/gero-ayu-kaiseki.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-118.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-117.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-120.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-119.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/post-128.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-123.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/biwako-oumigyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/kyoto-yuzukikaiseki-plan.html
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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

※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）

夏休みは、いで湯と城と文学のまち松山の旅へ！

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

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
092-521-1361KKRホテル博多

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
福岡県
博多

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
096-355-0121KKRホテル熊本

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

手ごねハンバーグディナープラン
糸島豚と赤牛の

　　7/1～9/30（8/10～14除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平
日のみ利用可）

条件

　　滞在中の駐車料金無料特典

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

大阪府
森之宮

大阪の夏！ 美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

健康一番朝食付プラン

ライトアップの大阪城を目の前に12Fの
レストランで豪華な気分で夕食を

夏旅おおさか2食付プラン

組合員限定組合員限定

　　7/13、8/17、9/14・21・22
利用は土・休前日料金に1名様プ
ラス1,000円／1室1名様利用は
プラス1,000円／1室3名様利用
はお1人様1,000円引／大阪城側
客室利用は1名様プラス500円
※1泊8,760円以上は別途、宿泊税要

条件

●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10～15分）

●太宰府天満宮（車40分） ●天神（車5分） 

　　メイン料理が大和牛ステーキの和風会席食事

　　夏限定の季節メニュー食事

奈良公園、志賀直哉旧居にほど近い和の趣を味わえる宿

奈良連泊プラン

大和牛会席プラン

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
奈良県
奈良

日本庭園を眺めながらゆったりとお召し上がりください

　　連泊の場合、2泊目以降1,000円引

　　7/1～9/30／1室1名
様利用はプラス1,000円
条件

　　7/1～9/29／1日限定3室／
デラックスツインルーム利用は1
名様プラス1,000円／シングル・ト
リプル和室利用料金は要問合せ

条件

特典

　　7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631KKR城崎 玄武

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
城崎温泉を気軽に楽しみたい方に
おすすめのお得な会席プラン

城崎夢花火プラン

　　地元でとれた海の幸を使ったお料理食事

1泊2食 1室2名～ 7/1～7/31、8/18～9/30 8/1～8/17

9,900円平日 Tなし和室 8,900円

1泊朝食付 平日 土・休前日と8/3～16

9,300円1室2名～ 7,300円

　　7/1～9/30（8/10～14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／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

６大特典付６大特典付

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
家族旅行にピッタリ！ みんなに嬉しい特典満載のお得なプラン

わくわくファミリープラン

山口県
湯田温泉

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800KKR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

城崎夏物語夢花火
7/26～8/23の平日と8/25（8/12～15
除く）夜9時から約10分間（雨天中止あり） 
★当施設からよく見えます！

大人

Aお子様

Bお子様

1泊2食 1室2名～ 平日 土・休前日

13,350円 15,350円
9,345円
6,675円 7,675円

10,745円

※8月利用は大人プラス2,000円、Aお子様プラス1,400円、B
お子様プラス1,000円 ※9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 ※7/13・14、8/10～
15・23・24、9/14・15・21・22は特別料金（施設へ要問合せ）

1室2名～

お子様
（小学生）
お子様
（幼児）

1泊2食 平日 土・休前日

12,150円 14,650円
7,300円
6,300円 7,300円

8,300円

★7/1～12利用は1名様1,000円引（大人のみ）

　　  月替わりの会席料理
Aお子様は「子ども会席」、
Bお子様は「エビフライ・ステーキセット」
　　 7/1～9/30（8/23・24除く）

　　  

条件

全客室デザイナーズルーム＆全客室シモンズベッド

がまだすプラン

牛ロース中国風ステーキ＋飲茶オーダーバイキング
食べ放題or季節の旬会席 選べる２プラン

7,400円 8,400円
平日 土・休前日1泊朝食付

1室2名～

12,000円 13,000円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

ホテル特製中国料理or季節の旬会席が選べます

※熊本弁で
がんばるの意味

　　  朝食の和洋バイキング(50種以上)には、郷土料理や国際
味覚審査機構で三ツ星受賞「ASOミルク・飲むヨーグルト」付
　　  

　　 7/1～9/30／1室1名様利
用は要問合せ／城側客室利用は
プラス2,000円(2名様～)

条件

　　 ●滞在中の駐車場料金無料 
●「くまモン」ミネラルウォータ
ー付（お1人様1泊につき1本） 

特典

お子様には、夕食時えらべるプチプレゼント特典

　　 「牛ロース中国風ステーキ（120g）＋
ホテル特製25種飲茶バイキング食べ放題
（90分）」又は 大好評！「季節の旬会席」のど
ちらかをお選びください ※ご予約時点でお
伺いします ※中国料理は月曜定休日 ※1グルー
プ同一メニュー

　　  

大阪府
梅田

大阪観光だけでなく、京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

ファミリープラン

　　7/1～9/30 ※7/13・27、8/3・10・17、
9/14・21は別料金のため要問合せ ※コネクティン
グルームはハリウッドツイン2室（部屋の中で行き来可） 
※他の部屋タイプもあります（要問合せ）

※7/25、8/10利用は土・休前日料金に1名様プラス2,000円

1泊2食 平日 土・休前日と8/3～16

12,400円1室2名～ 10,400円
条件

　　　    朝食は1階『タリーズコーヒー』
にて洋食セットを1食830円でご用意可
（7:00～11:00）

オプション

1泊素泊まり 平日・日曜 土・休前日と8/1～16

7,000円コネクティングルーム
2室4名

7,500円ツイン
1室2名

和室
1室4名

5,500円
6,500円4,250円

5,000円

●あべのハルカス（電車含約30分）
●なんばグランド花月（電車含約20分）
●ユニバーサルシティ・海遊館（電車含約30分）

●あべのハルカス・通天閣（電車30分） 
●ユニバーサルシティ・海遊館（電車30
分） ●道頓堀・なんばの街（電車20分）

●城崎マリンワールド（車10分） ●山陰
海岸ジオパーク認定「玄武洞公園」（車10
分） ●天空の城「竹田城跡」（車60分） 
●天橋立（車80分） ●鳥取砂丘（車90分）

　　瀬戸内海や宇和海で獲れた魚
介類をはじめ瀬戸内の食材を中心と
した会席料理 ★小学生はお子様会席、
幼児の方はお子様ランチ

　　お子様にソフトドリンク1杯サービス

食事

特典

1泊2食 平日 土・休前日と8/4～9

12,300円
8/10～14

13,300円1室2名～ 11,300円

1泊2食 平日 土・休前日と8/4～9

14,300円
8/10～14

15,300円1室2名～ 13,300円

熊本県
熊本

愛媛県
松山・道後温泉

1泊2食 平日 土・休前日

14,600円1室2名
 (ツイン) 13,600円

和創り「萌木」の旬の料理でおもてなし

令和ゆかりの万葉会席プラン

JR大阪駅から
徒歩8分！

2泊目以降
1,000円引

ツインルームツインルーム

コネクティングルームコネクティングルーム

　　大阪城を一
望のレストラン
で和洋バイキン
グのご朝食

食事

　　7/1～9/30条件

　　旬の食材を使用した『季節御膳』をご用意
★1名様プラス2,000円で『本格四季会席』に変更可
食事

　　7/1～9/30（7/25、8/10除く）条件

季節御膳季節御膳

大和牛会席大和牛会席

料理一例料理一例
坊ちゃん会席坊ちゃん会席

兵庫県
城崎温泉

　　　　　　　　  ●但馬牛しゃぶしゃぶ会席1
名様プラス2,000円（2名様より） ●焼きがに付
会席・紅ずわいがに姿盛り御膳1名様プラス
3,000円 ●但馬牛会席1名様プラス6,000円 
※前日午前中までにご予約ください

1名様プラス2,500円で贅沢に旬の食
材を使用した『マドンナ会席』に変更可

●小学生未満のお子様にお子
様ランチ（夕・朝食）を1名様分
●小学生未満のお子様にアイ
スクリーム券
●小学生のお子様に夕食時、子
どもビール(炭酸飲料)1本
●お父様・お母様へは夕食時、日
本酒またはソフトドリンク1杯
●アーリーチェックイン14:00
●レイトチェックアウト11:00

家族みんな嬉しい6大特典

夏の坊ちゃんプラン

道後REBORNプロジェクトが
スタートしました！
道後温泉本館の保存改修工事が始まりましたが、入浴もで
き、温泉かけ流しの本館の湯が楽しめます。手塚治虫の「火
の鳥」とコラボした様ざまなプロジェクトも続々とスタート。
「火の鳥“道後温泉編”」配信中　https://dogoreborn.info/

　　月毎に厳選された食材をご用意しますので、
旬の旨味をご堪能ください
食事

1泊2食 平日 土・休前日

12,200円1室2名
 (ツイン) 9,200円
4月ニューオープンのレストランにて
（月曜日不可）

食事

万葉会席 ※月替わりのためイメージです万葉会席 ※月替わりのためイメージです

全日　5,000円添い寝のお子様（小学生まで）

朝食付朝食付

夢花火夢花火

牛

●
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
。

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/umada-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/02/osaka-moningplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/2-2.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/nara-renpaku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/03/nara-yamatogyuplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/05/post-124.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/yamaguchi-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/dougo-summer-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/hakata-manyokaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/hakata-hamburger-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/20160317-kumamotojyoplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/06/kumamoto-select2-plan.html


https://www.kkr.or.jp/hotel/memberreservationdate/
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberreservationdate/
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/


http://www.polestar-sapporo.com/
https://www.hotelgp-sendai.com/
https://www.hotelgp-hiroshima.com/
https://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
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