
今月は箱根
宮の下特集！５・６面へ
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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
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北の名湯！源泉100％かけ流し温泉

四季御膳プラン北海道の旬

 　　 10/10～12/30／土・休前日利用はプラ
ス500円／1室1名様利用はプラス1,500円

 　　 北海道ならではの食材を吟味したお料理
条 件
食 事

8,330円 7,830円
10月 11月・12月1泊2食 1室2名～

平日

四季御膳四季御膳摩周湖摩周湖

●神秘の摩周湖（車30分） ●大パノラマが
広がる天下の絶景美幌峠（車45分）

お得なプランで温泉も食事も函館も堪能

函館満喫得々プラン

 　　 10/10～12/29／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

 　　 和食膳をレストランでご用意 ★1名様プラ
ス2,000円でお部屋食「美食会席」プランに変更可
条 件

食 事

10,000円 9,500円
10月 11月・12月1泊2食 1室2名～

平日

和食膳
（一例）
和食膳
（一例）

KKR  はこだて
0138-57-8484

開湯1900年の蔵王温泉でちょっと贅沢

秋の特選会席プラン

 　　 10/10～
12/24／1室1
名様利用はプ
ラス1,000円
／Tなし客室は
お1人様1,000
円引

 　　 ●ズワイガニの蟹すき鍋 ●ローストビー
フ ●フォアグラ茶碗蒸し3品を加えた会席膳
条 件

食 事

11,000円 12,000円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

特選会席特選会席

●森の中の「大露天風呂」11月上旬まで（割引
券あり） ●3ヶ所の外湯めぐり（無料券あり）

KKR  蔵王 白銀荘
023-694-9187

KKR  かわゆ
015-483-2643

季節のご馳走と天然温泉を満喫

カニ＆松茸会席プラン

 　　 10/10
～12/20／
1室1名様利
用はプラス
2,000円

 　　 季節感あふれる会席料理
★朝食に『具だくさん田舎汁』が登場！ （11/30まで）
※松茸は外国産
です
条 件

食 事

13,450円11,450円
10月・11月 12月1泊2食 1室2名～

全日

カニ＆
松茸会席
カニ＆

松茸会席

●谷川岳ロープウェイ（10月初旬～下旬）
●水明荘周辺（10月下旬～11月中旬）

KKR  水上 水明荘
0278-72-2345

川湯温泉
函館

湯の川温泉

中目黒蔵王温泉 水上温泉

北海道
北海道

東京都山形県

おしゃれな街中目黒を散策しよう

ダブルルーム格安プラン

 　　 10/15～12/27
／他のプランとの併用
不可／客室は階段利
用の2階／前日までの
電話予約限定

 　　 朝食は和食ビュッフェを無料サービス
（7:00～9:00）
条 件

食 事

6,300円
全日1泊サービス朝食付

1室2名（ダブル）

ダブルルームダブルルーム

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
※施設公式HPにご案内あり又はお電話ください

KKR  ホテル中目黒
03-3713-8131

群馬県

実りの秋♪ 豪華食材の優雅な競演

松茸の釜飯と土瓶蒸し＆
国産和牛ステーキプラン

 　　 10/10～11/30／
1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利
用可）／BT付客室は1
名様プラス1,000円／
6畳利用は1名様500円
引／3日前までの電話
予約限定

 　　 ●松茸の釜飯と土瓶蒸し ●A4国産和牛
ステーキ ●お刺身 ほか
条 件

食 事

11,950円 13,950円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

14,800円 15,600円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

松茸と国産和牛会席松茸と国産和牛会席

●新江ノ島水族館（徒歩15分）　
●江の島（徒歩20分）

KKR  江ノ島ニュー向洋
0466-23-7710

紅葉の「長谷寺」へは電車でひと駅

長谷寺・秋旅プラン

10/10～12/8

長谷寺拝観券
（大人400円
相当）付

 　　 旬の食材を使った特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でメインが選べるグルメ会席に
変更可

※10/12・13、11/2・3は土・休前日料金にお1人様
プラス1,000円

条 件

食 事

長谷寺紅葉ライトアップ長谷寺紅葉ライトアップ

KKR  鎌倉わかみや
0467-25-4321

湘南
片瀬海岸

伊豆
熱海温泉鎌倉

神奈川県

伊豆の国の幸グルメ、第２弾！

伊豆牛と旬菜のスープ鍋プラン

 　　 10/10～
12/20／3日
前まで要予約

伊豆ブランド
「伊豆牛」と旬菜
をスープにして
旨味を堪能
条 件

 　　 10/10～12/28（10/12・13、11/2・3、
12/8・15除く）／1室3名様利用は500円引／1
室4名様以上利用は1,500円引／1室1名様は
シングルルーム

条 件 食 事

9,900円 11,400円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

伊豆牛のスープ煮会席伊豆牛のスープ煮会席

●かつらぎ山パノラマパーク（車5分）
●三島スカイウォーク（車30分）
●サイクルスポーツセンター（車30分

KKR  伊豆長岡 千歳荘
055-948-0010

神奈川県

横浜のイルミネーションも満喫

カジュアルフレンチディナー付プラン

モーニングコーヒーをサービス

オードブル・メイン・デザートなどの
カジュアルフレンチ

特 典
 　　 10/10～12/29
（10/12・13、11/2・3、
12/21～25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

条 件

食 事

11,500円13,500円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

港の見える丘公園の西洋館とローズガーデン港の見える丘公園の西洋館とローズガーデン

●横浜中華街・山下公園（徒歩10分） ●港の見え
る丘公園の秋バラ見頃（10月中旬～11月上旬）

KKR  ポートヒル横浜
045-621-9684横浜

神奈川県

KKR10月号
特別料金

目でも舌でも愉しめる、
旬の味覚創作会席

刺身七種盛付会席プラン

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

 　　 お寿司を含
むお造り「7種盛」
をメインとした会
席料理
条 件

食 事

11,550円 14,050円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

刺身七種盛付会席刺身七種盛付会席

●沼津漁港・沼津港深海水族館（車10分）
●三島スカイウォーク（車30分）

KKR  沼津はまゆう
055-931-0592

源泉かけ流しとイルミネーションを満喫

秋旅のクライマックス
サンキュープラン

 　　 10/10～
11/30の水～日
曜日（月・火曜日
は休館）／1室1
名様利用はプラ
ス500円／T付
客室は1名様プ
ラス1,000円

 　　 朝食は和定
食にトマトカレー
登場！ ★朝食なしは
1名様500円引

条 件

食 事

アパリュージョン2019アパリュージョン2019

当日券 大人 1,500円　小学生以下 無料

KKR  妙高高原 白樺荘
0255-86-2113 上諏訪沼津 池の平

温泉

長野県静岡県

ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

 　　 10/10～
12/30／1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

 　　 長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題の和風会席コース
条 件

食 事
3,980円

全日1泊朝食付

1室2名～

牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

KKR  諏訪湖荘
0266-58-1259

新潟県

10,350円11,350円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

●蓼科高原（10月上旬～下旬、車40分）　
●諏訪湖周辺（10月中旬～下旬）

KKR  甲府ニュー芙蓉
055-252-1327甲府

山梨県

特 典

　　 車、荷物等
朝から預かり可
特 典

紅葉情報紅葉情報
長谷寺紅葉ライトアップ（11月下旬～12月上旬）

17,700円 20,700円
平日 土・休前日1泊2食

1室1名～

熱海豪華スペシャル会席

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

 　　 ●伊勢海老のお造り ●鮑の陶板焼き ●
金目鯛の煮付け（切身）など（全8品）
食 事

スペシャル会席スペシャル会席

KKR  ホテル熱海
0557-85-2000

静岡県
伊豆長岡
温泉

静岡県

紅葉情報紅葉情報
熱海梅園もみじ
まつり（11/16～
12/8）

※10/12・13、11/2・3利用は平日料金に大人1名様
プラス2,000円

大好評大好評
長野県産長野県産

イルミネーション・
アパリュージョン2019（11/17まで）

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

紅葉情報紅葉情報
昇仙峡の紅葉（11月上旬～中旬）

秋の味覚松茸
プラン

A4等級甲州牛と

 　　 ●夕食は甲州牛
会席＆ワイン飲み放題
●朝食はフルーツも
楽しめるバイキング付
 　　 10/10～12/27
／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
1,500円

条 件

食 事

10,850円
11,850円

平日

土・休前日

1泊2食 1室2名～

甲州牛会席甲州牛会席

夕食は
ワイン
飲み放題

ン

州牛会席州牛牛会会席

シャトルバス運行

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kawayu-shikigozen-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/hakodate-tokutoku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/zao-tokusenkaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/minakami-kaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/post-140.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/yokohama-casualfranchplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kamakura-akitabi-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/enoshima-matsutake-wagyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/izu-gurume2-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/atami-specialkaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/numazu-sashimi7syu-plan-20191001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/post-134.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/suwako-tabehoudai-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kofu-akinomikaku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
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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

10/10～12/27
／1室1名様利用
はプラス1,000
円／T付8畳和室

お造り3種盛りに
「鮑」をお1人様に
1個ご用意
条 件

食 事

15,600円～
1室2名～1泊2食

大人

9,100円～お子様（小学生）

アドベンチャーワールド(車15分)アドベンチャーワールド(車15分)

★通常大人4,500円のアドベンチャーワールド入園券付

がまだすプラン
7,900円 8,900円

平日 土・休前日1泊朝食付

1室2名～

熊本城まで徒歩5分
※城内には10/5から入れます（日・祝のみ）

 　　 10/10～
12/29／城側
客室利用はプ
ラス1,000円(2
名様～)／1室1
名シングル利用
はプラス200円

 　　 朝食の和洋バイキング（50種以上）には、郷
土料理コーナーや「ASOミルク・飲むヨーグルト」付

条 件

食 事

●滞在中の駐車場料金無料　
●「くまモン」ミネラルウォーター1本付

特 典

朝食朝食

紅葉見頃を迎える兼六園まで徒歩8分

秋の金沢散策プラン

 　　 10/10～12/27
（10/12・13・26、
11/2・3除く）／土・休
前日利用は1名様プラ
ス1,000円 ※別途、金沢
市宿泊税（1泊あたり200
円）をお預かりします

 　　 朝食は、北陸の味「のどぐろ茶漬け」が
おすすめです
条 件

食 事

8,100円 6,600円
10月・11月 12月1泊朝食付 1室1～3名

平日

兼六園兼六園

最高級和牛A5等級飛騨牛150g付

特選飛騨牛ステーキプラン

 　　 10/10～12/27／4日前まで要予約

 　　 A5特選飛騨牛150gのステーキコース
★同料金で「特選飛騨牛すき焼きプラン」に予約時変更可

★兼六園入園券（310円相当）付

条 件

食 事

KKR  平湯たから荘
0578-89-2626

松阪牛を堪能「最高級グルメ企画」

松阪牛グルメプラン

10/10～
12/30／
T付客室利
用は1名様
プラス
1,000円

 　　 松阪牛は3種の調理法からお選びください 
●すき焼き ●しゃぶしゃぶ ●陶板ステーキ
条 件

食 事

13,500円 15,000円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

松阪牛
すき焼き
松阪牛
すき焼き

●伊勢神宮（車35分） ●鳥羽水族館（車10分）

KKR  鳥羽いそぶえ荘
0599-25-3226

KKR  ホテル金沢
076-264-3261

びわこ一望の露天風呂と
近江牛を満喫

豪華近江牛会席プラン
　　 10/10
～12/28
（10/13、
11/2・3・
9～30は
別料金） 
※料金は施設に
要問合せ

 　　  近江牛4種料理
（寿司・溶岩焼・しゃぶ
しゃぶ・炙り）をご賞味

条 件

食 事

16,400円
1室2名～1泊2食

日～木曜

17,400円金曜日

19,200円土・休前日

KKR  ホテルびわこ
077-578-2020

金沢

京都鳥羽 琵琶湖

石川県
平湯温泉
岐阜県

下呂温泉
岐阜県

名古屋
愛知県

京都府三重県

くに荘自慢の季節の味覚をご堪能ください

秋＆冬の
会席料理プラン

10/10～
12/30
※別途、京都市
宿泊税（1泊あ
たり200円）を
お預かりします

 　　 朝夕食は選べる会席 ●松茸会席（11/10
まで） ●和牛石焼と鯛かぶら会席（11/30まで） 
●秋野菜と甘鯛会席（11/30まで） ●かに会席
（11/11から） ●ふぐ会席（12/1から）
条 件

食 事

14,800円～22,000円
日程により1泊2食

1室1名～

松茸会席松茸会席

豪華近江牛会席豪華近江牛会席

KKR  京都くに荘
075-222-0092

滋賀県

深い旨味がありながらあっさり味わえる

大和牛会席プラン

 　　 11/12～
12/27／1室1
名様利用はプ
ラス1,000円

 　　 奈良の
ブランド牛
「大和牛」を
堪能
条 件

 　　 10/10～12/20（11/12除く）／1名様プラ
ス500円で大阪城側客室をご用意（通常1,000
円）／3日前ま
で要予約 
※1泊9,020円以
上の場合は別途、
大阪府宿泊税（1
泊あたり100円）
をお預かりします

条 件
食 事

13,300円 14,300円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～21,900円 23,900円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名

大和牛会席大和牛会席
三大和牛プレミアム会席三大和牛プレミアム会席

●御即位記念“正倉院展”10/26～11/14 奈
良国立博物館（徒歩15分） ●市内各所 紅葉の
見頃（11月中旬～12月上旬頃）

KKR  奈良みかさ荘
0742-22-5582

神戸牛・松阪牛・近江牛の食べ比べ

三大和牛プレミアム会席プラン

※10/12、11/2・23・30利用は別料金（要問合せ） ※10/19～11/30利用は土・休前日料金に1名様プラス
1,000円

KKR  ホテル大阪
06-6941-1122森之宮

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

城崎のんびりプラン

KKR  城崎 玄武
0796-32-2631

大阪府
奈良
奈良県

白浜温泉
和歌山県

城崎温泉
兵庫県

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

ファミリープラン

 　　 和室1室4名以上
利用で鯛のうす造りサー
ビス

特 典

 　　 10/10～12/31
（10/12、11/2・3、
12/31は別料金）／1
日限定2室 ※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）

条 件

5,000円 7,000円
平日・日曜 土・休前日と10/13、11/221泊素泊まり

コネクティングルーム
2室4名

5,500円 7,500円ツイン
1室2名

4,250円 6,500円和室
1室4名

コネクティングルームコネクティングルーム

ユニバーサルシティ・海遊館（電車含約30分）

KKR  ホテル梅田
06-6362-6800梅田

大阪府

 　　 10/10～
12/27／3日前
まで要予約
※10/12・13・19、
11/2・3・22・23は
特別料金（施設へ
要問合せ）

 　　 ふく刺し・鉄皮、ふく唐揚げ、ふくヒレ酒、
ふくちり・雑炊のふくフルコース
条 件

食 事

18,650円 20,650円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

※写真のふく刺しとふくちりは4人前です※写真のふく刺しとふくちりは4人前です

本場山口で極みのトラふくフルコース

トラふくフルコースプラン

KKR  山口あさくら
083-922-3268湯田温泉

山口県

10月限定　創立20周年記念 名城「熊本城」大天守復元

 　　 10/10～
10/31／2日
前まで要予約
／シングル利
用はプラス
1,000円／ト
リプル利用は
1,000円引／
1日限定5室

 　　 渡り蟹・黒毛和牛ローストビーフ・天麩
羅・カツオのタタキのほか、松茸ご飯や土瓶蒸
しなど25種類のビュッフェ食べ放題

条 件

食 事

ローストビーフローストビーフ

KKR  ホテル博多
092-521-1361

11,200円14,700円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名

KKR  ホテル熊本
096-355-0121熊本

熊本県
博多
福岡県

アドベンチャーワールド入園券付

鮑付き四季めぐり会席プラン

KKR  白浜 美浜荘
0739-42-3383

いろいろな種類の「なごやめし」もご用意

さわやか朝食付プラン

10/10～12/27
／1室2名様以上
の場合は城側客
室をご用意

名古屋城が見える
会場で和洋朝食バ
イキング
条 件

 　　 10/10～
11/30／リビン
グ付ツインルー
ムは別料金

条 件

食 事
6,800円 7,800円

平日 土・休前日1泊朝食付

1室1名～

なごやめしコーナー
※ひつまぶしは数量限定
なごやめしコーナー
※ひつまぶしは数量限定

●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●名古屋港水族館（車30分）
●リニア鉄道館（車40分）

KKR  ホテル名古屋 
052-201-3326

15,200円 16,200円
平日 土・休前日土・休前日 1泊2食

1室1名～15,200円 16,200円
平日1泊2食

1室2名～

イチボ、ミスジ、トモサンカク、リブロース等

飛騨牛希少部位4種盛り会席プラン

 　　 飛騨牛の希少部位を使用した飛騨牛4種
盛りがメインの献立（全6品）
食 事

飛騨牛希少部位
4種盛り会席

飛騨牛希少部位
4種盛り会席特選飛騨牛すき焼き特選飛騨牛すき焼き

KKR  下呂しらさぎ
0576-25-5505

紅葉情報紅葉情報
●上高地の紅葉（10月中旬頃）
●新穂高ロープウェイ（10月中旬～下旬）

紅葉情報紅葉情報
紅葉ライトアップ（11月中旬～下旬予定）
●日吉大社　●西教寺　●三井寺

紅葉情報紅葉情報
日本の自然百選「長門峡」の紅葉
（10月下旬～11月中旬／車40分）

紅葉情報紅葉情報
●下呂温泉合掌村（11月上旬頃～）入村券割引販売
●温泉寺（11月中旬頃）ライトアップあり

感謝ビュッフェプラン

能登牛和洋会席プラン 11/30
まで1泊2食 

1室1～3名 17,200円～18,200円
※10/12・13・26、11/2・3除く

秋旅大阪朝食付プラン 12/30
まで1室2名～ 7,400円～12,400円

うれしいうれしい
無料送迎付

近江牛を満喫！近江牛を満喫！
選べる選べる

朝食付朝食付

　　  10/10～12/28／
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

 　　 地元でとれた海の幸を使ったお料理
7つの外湯めぐり
無料券プレゼント

食 事

9,100円 10,100円
10/10～11/5 11/6～12/281泊2食 1室2名～

平日 Tなし和室

出石城跡の紅葉
（車40分）

出石城跡の紅葉
（車40分）

特 典

11/6より
※コース・料金など詳細は施設へ要問合せ

かにプラン開始

毎年、好評をいただいております

 　　 10/10
～12/27／
1室1名様利
用はプラス
1,000円

 　　 ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ唐揚げ等の
ふぐ会席
条 件

食 事

※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

KKR  道後ゆづき
089-941-2934

15,650円17,650円
平日 土・休前日1泊2食

1室2名～

●道後温泉本館・椿の湯・飛鳥乃湯泉（徒歩10分）
●日本100名城「松山城」（路面電車20分）

美食ふぐ会席プラン

松山
道後温泉

愛媛県

ご宿泊中の駐車場料金無料特 典

10/5～特別公開

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
＋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/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kanazawa-kenrokuen-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/kanazawa-notogyu-plan-21091001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/hirayu-steak-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/hirayu-sukiyaki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/gero-hidagyu-kisyo4syu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/nagoya-sawayaka-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/toba-matsugaka-gourmet-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/biwako-goukaoumigyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kyouto-akifuyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/umeda-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/osaka-3wagyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/osaka-breakfast-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/nara-yamatogyu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/sirahama-shikimeguri-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/post-139.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kinosaki-fuyunomikaku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/yamaguchi-torahuku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/post-135.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/hakata-20th-buffet-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kumamoto-gamadasu-plan.html


https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/miyanoshita-kigakaiseki-plan-20191001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/miyanoshita-ashigaragyu-kaiseki-plan-20191001.html
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